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平素は格別のご高配を賜 t,、 軍く(i「札申し上げます
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きて、既にご案内のとおり、FCフ ァン ドーレジッ i、 不動産証券投資信託 (以下、「本
ファン ド」 とぃぃます。′liこっきましては、誤 :こ 還億ながら平成 20年 11月 28日 (金 )

より純資産価格の決定を停止させていただいでお りましたが、平成 20年 12月 22日 (月 )

より純資産価格の決定を再開 (純資産価格算出日は平成 21年 1月 6日 (火 ))さ せてぃ
ただくことといたしましたので、ご案内申し上げますc

本ファン ドは、11月 28日 時点において、全ての買戻 し請求に応 じることができるだけ
の現金を保有 しておらず、その買戻し請求に応 じるためには本ファン ドに間接的に組入
れられている不動産 (以下「組入れ収益源物件」といいます。)の早期売却を進めぎる
を得ない状況となりました。本年9月 |こ米大手証券 り~マン・ブラザーズが経営破たん、
10月 に|ま J―REITのニニーシティ・レジデンス投資法人が破たんするなどわが国の不動産
市況が急激に悪化する中で、本ファン ドの組入れ収益源物件を早嘉に売却する必要性が
ある場合 :こ |ま平常時における評価額で|ま売却できず、これを大きく下回る売却価格 とな
る可能性が高いことが見込まれます。こぅしたことから、全投資家の方々の公平性を保
ちつつ利益保護を図るためには、早期売却を前提とする評価額を全物件について取得す
ることが適切であるものと管理会社が判断 し、交付 目論見書「第二部 ファン ド情報 第1ア ァン ドの状況 7.管 理及び運営の概要 (1)資産の評価 ③純資産価格の決定の
中止」の項に記載 された事由により、純資産価格の決定を停止 してお りましたて、

その後、全物件について第二者である不動産鑑定士による早期売却を前提とする評価
額を取得できる見込みとなりましたので、以下のとお り、純資産価格の決定を再開させ
ていただくことといたしました,ま た、12月 分の買戻 し請求お申込みについては12月 22
日 (月 )ま でとし、購入お申込みについては12月 30日 (火)までとなります。12月 の申
込締切日 (12月 30日 (火))の純資産価格は、平成21年 1月 9日 (金)|こ算出されます。

日 純資産価格の決定の再開日

平成 20年 12月 22日 (月 )(純資産価格算出日は平成 21年 1月 6日 (火 ))

国 12月 の購入申込み 。買戻 し請求のお申込み

買戻 し請求 :12月 22日 (月 )ま で

購入申込み :12月 30日 (火 )ま で
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また、純資産価格の決定が停止され
~■

1ヽ ス雷 |ま 分配金の支払いも停止されてお りまし
た・「 、平成 21年 1月 より再開される見;二 みで島 :〕 、1月 ig日 (月 )|こ支払いが行われ
モニ定です.本 ファン ドの分
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は、主二組テ、れ収益源物件から生 じる毎月の不動産収

iI■ らヽ分配を行っておサます=平求 20.三 il月 末現在の本ファン ドの組入れ収益源物 1牛

ま、東京都心の一等地を中心 :こ 50場年を分散されたポー トフォリォとなつてお り、そ
j)稼働率は 11月 末現在で

'7.31こ
と安定義 |こ高稼働率を維持 していますじ組入れ収益源

■年からはう1き :売 き賃羊率彙入が実込まれることから、本ファン ドが現金を保有 していれ
|ゴ分配を経続できぅ原責:ま あるものと想定され、純資産価格の水準や本ファン ドの有す
る三全残再の議言等を
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して分≡E全の額を決定することとなります,
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12月 225〔月,Iこ再薫されますが、全収益源物件
:こ ついて再議言まで■平享時 :こ おける不藝産量定士 |二 よる評騒豪でiまなく、今回新たに
取得する早難売去「そ前提とする評腰雲:こ基づいて算出されますので、平成 20年 10月 末
ヨの純資産価格 9,■9日 と比べて大きく下落することが予想 され、翼時点において管理
会社が独自に予想 した 12月 22日 (月 )の純資産価格|ま 2,500～ 3,500円 程度と想定し
ております=た だし、上記予想純資産価格は現時点において管理会社が信頼性の高いと
判断した 1青幸 |こ 基づき独自に算出してお りますが、正式な 12月 22日 (月 )の純資産価
絡ではなくi,そら三
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を保証するも(7)ではありません。正式な 12月 22日 (月 )の純~資
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1月 6冒 (火 ):こ受託会社により算出されます。

今後の本ファ:´
1:じ :t資産価格は、全義件について第二者である不動産鑑定士による

早難元葺を言提を,る評薔雲等 |こ基づいて算出されますが、将来、平常時における評価
額に戻る可議 :三がら ,ま す。平常時の評価額に戻すE子朝は、子(D本 ファンドの受益証券の
購入申込み 。買戻 し請求の状況、②本ファンドが保有する現全残高の状況、③不動産マ
ーケットのま■ 1不重t菫需給 。価格の状況、不裁産関連融資の状況等)な どを総合的(こ

勘茶した うえで管理会社が半ll断 しますっ

今後は、投資家■)皆様より木ファン ドヘの一層のご理解を賜 り、受益証券の購入申込
みが買戻し請求を上ョることに至るよう鋭意努力してまいります。また、今まで以上に
適正な物件管理を行い高稼働率が維持できるよう努めていくほか、太ファン ドの適切な
キヤッシュマネジメン |ヽ を行ってまいります。

投資家の皆様には、大変ご迷惑をお掛けいたしましたことを心より深くぉ詫び申し上
|ザ まづ
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何卒、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
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