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第151期 (決算日 2022年９月５日) 第153期 (決算日 2022年11月４日) 第155期 (決算日 2023年１月４日) 

第152期 (決算日 2022年10月３日) 第154期 (決算日 2022年12月５日) 第156期 (決算日 2023年２月３日) 
 
 
 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。 

｢日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）」は、2023年２月３日に第156期

の決算を行ないましたので、第151期から第156期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。 

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 

 
 
 

商 品 分 類 追加型投信／海外／資産複合 

信 託 期 間 2010年２月26日から2025年２月３日までです。 

運 用 方 針 

主として、新興国の様々な資産を投資対象とする投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益

権を含みます｡)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます｡)の一部、またはすべてに投資を行ない、安定し

た収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 

主要運用対象 

｢アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス」投資証券 

｢マネー・アセット・マザーファンド」受益証券 

上記の投資信託証券を主要投資対象とします。 

組 入 制 限 
投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

分 配 方 針 
第１計算期から第４計算期までは収益分配を行ないません。第５計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的

に行なうことをめざします。 

 

 

運用報告書(全体版) 

受 益 者 の み な さ ま へ 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

 

○ 近30期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

債   券 
組 入 比 率 

投 資 信 託 
証   券 
組 入 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％ ％ ％ 百万円 
127期(2020年９月３日) 3,439 20 4.7 － 98.7 3,199 

128期(2020年10月５日) 3,343 20 △2.2 － 98.1 3,095 
129期(2020年11月４日) 3,317 20 △0.2 － 98.5 3,028 
130期(2020年12月３日) 3,531 20 7.1 － 98.5 3,132 
131期(2021年１月４日) 3,580 20 2.0 － 98.1 3,161 
132期(2021年２月３日) 3,714 20 4.3 － 98.6 3,204 
133期(2021年３月３日) 3,708 20 0.4 － 98.5 3,171 
134期(2021年４月５日) 3,801 20 3.0 － 98.0 3,227 
135期(2021年５月６日) 3,748 20 △0.9 － 98.7 3,152 
136期(2021年６月３日) 3,846 20 3.1 － 98.5 3,206 
137期(2021年７月５日) 3,796 20 △0.8 － 98.6 3,130 
138期(2021年８月３日) 3,637 20 △3.7 － 98.7 2,991 
139期(2021年９月３日) 3,697 20 2.2 － 98.0 3,003 
140期(2021年10月４日) 3,537 20 △3.8 － 98.5 2,839 
141期(2021年11月４日) 3,533 20 0.5 － 98.5 2,799 
142期(2021年12月３日) 3,447 20 △1.9 － 98.4 2,694 
143期(2022年１月４日) 3,517 20 2.6 － 98.3 2,740 
144期(2022年２月３日) 3,412 20 △2.4 － 98.6 2,641 
145期(2022年３月３日) 3,156 20 △6.9 － 97.7 2,434 
146期(2022年４月４日) 3,317 20 5.7 － 98.6 2,544 
147期(2022年５月６日) 3,329 20 1.0 － 98.6 2,513 
148期(2022年６月３日) 3,240 20 △2.1 － 98.8 2,431 
149期(2022年７月４日) 3,129 20 △2.8 － 98.4 2,336 
150期(2022年８月３日) 3,053 20 △1.8 － 98.4 2,251 

151期(2022年９月５日) 3,152 20 3.9 － 98.4 2,313 
152期(2022年10月３日) 3,007 20 △4.0 － 98.6 2,179 
153期(2022年11月４日) 2,991 20 0.1 － 98.0 2,165 
154期(2022年12月５日) 2,983 20 0.4 － 98.5 2,145 
155期(2023年１月４日) 2,853 20 △3.7 － 98.4 2,051 
156期(2023年２月３日) 2,945 20 3.9 － 98.4 2,106 
 
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。 
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。 
（注）ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。 

 

【運用報告書の表記について】 

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の

値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

○当作成期中の基準価額と市況等の推移 

決 算 期 年 月 日 
基 準 価 額 投 資 信 託 

証   券 
組 入 比 率  騰 落 率 

第151期 

(期  首) 円 ％ ％ 

2022年８月３日 3,053 － 98.4 

８月末 3,180 4.2 98.0 

(期  末)    

2022年９月５日 3,172 3.9 98.4 

第152期 

(期  首)    

2022年９月５日 3,152 － 98.4 

９月末 3,016 △4.3 97.9 

(期  末)    

2022年10月３日 3,027 △4.0 98.6 

第153期 

(期  首)    

2022年10月３日 3,007 － 98.6 

10月末 2,990 △0.6 97.8 

(期  末)    

2022年11月４日 3,011 0.1 98.0 

第154期 

(期  首)    

2022年11月４日 2,991 － 98.0 

11月末 3,002 0.4 97.7 

(期  末)    

2022年12月５日 3,003 0.4 98.5 

第155期 

(期  首)    

2022年12月５日 2,983 － 98.5 

12月末 2,889 △3.2 97.7 

(期  末)    

2023年１月４日 2,873 △3.7 98.4 

第156期 

(期  首)    

2023年１月４日 2,853 － 98.4 

１月末 2,992 4.9 97.8 

(期  末)    

2023年２月３日 2,965 3.9 98.4 
 
（注）期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

○運用経過 (2022年８月４日～2023年２月３日) 

 

 

 
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。 
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異

なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2022年８月３日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 
（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。 

 

○基準価額の主な変動要因 

当ファンドは、主として、新興国の社債、株式、不動産に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と

信託財産の成長をめざして運用を行なっております。また、米ドルなどのＧ７（先進７ヵ国）の国の通貨建

ての資産については、原則として米ドルなどのＧ７の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行なっ

ております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。 

 

＜値上がり要因＞ 

・投資有価証券からクーポン、配当収入を得たこと。 

・新興国債券が上昇したこと。 

 

＜値下がり要因＞ 

・米国金利が上昇したこと。 

・インドルピーが対米ドルで下落したこと。 

作成期間中の基準価額等の推移 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

 

（新興国社債市況） 

新興国社債は期間の初めから期間の半ばにかけて下落したものの、その後、期間末にかけて上昇しました。 

期間の初めは、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による政策金利の引き上げや、米国連邦公開市場委員

会（ＦＯＭＣ）における政策金利の見通しの上方修正などを受けて米国の長期金利が上昇し、相対的に高金

利の新興国債券の投資魅力が低下したことや、世界経済の減速懸念、ロシアによるウクライナ東部併合の準

備などウクライナ情勢の緊迫化、英国の新政権による経済対策の発表を受けた財政悪化懸念を受けて投資家

のリスク回避姿勢が強まったことなどが重しとなり、新興国債券市場は総じて下落しました。 

期間の半ばは、市場予想を下回る米国のインフレ指標や、公表されたＦＯＭＣの議事要旨などからＦＲＢ

による金融引き締めペースの鈍化が見込まれたことを受けて米国の長期金利が低下し、相対的に高金利の新

興国債券の投資魅力が高まったことなどを背景に、新興国債券市場は総じて上昇しました。 

期間末は、米国のインフレ鈍化の期待やＦＲＢ高官による利上げ幅縮小の示唆などを背景に米国の長期金

利が低下したことや、堅調な経済指標などを背景とした中国経済の回復期待を受けて投資家のリスク選好姿

勢が強まったことなどが支援材料となり、新興国債券市場は総じて上昇しました。 

 

（新興国株式市況） 

新興国株式は期間の初めから期間の半ばにかけて下落したものの、その後、期間末にかけて上昇しました。 

期間の初めは、中国の消費者物価指数（ＣＰＩ）や生産者物価指数（ＰＰＩ）が市場予想を下回りインフ

レ懸念が和らいだことや、中国当局の景気対策への期待などが株価の支援材料となったものの、世界的なイ

ンフレ懸念から新興国各国が政策金利を引き上げたことや、ＦＯＭＣにおける政策金利の見通しが上方修正

されたこと、欧米各国の金融引き締め姿勢の強化による世界景気の悪化が懸念されたことなどから、株価は

総じて下落しました。 

期間の半ばは、中国当局が新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策を一部緩和したことや不動産市

場支援の計画を通知したこと、米国のインフレ指標が市場予想を下回り、ＦＲＢによる利上げペースが鈍化

するとの観測が強まったこと、米中首脳会談を受けた両国の緊張緩和への期待の高まりなどを背景に株価は

概して上昇しました。 

期間末は、中国においてゼロコロナ政策が解除され中国景気の回復が期待されたことや、中国当局による

不動産市場支援やハイテク企業に対する規制緩和などを受けて、新興国株式市場への投資家心理が上向いた

こと、米国のインフレ指標が鈍化したことやＦＲＢ高官の発言などから次回のＦＯＭＣにおける利上げ幅の

縮小観測が強まったことなどが支援材料となり、株価は総じて上昇しました。 

 

（新興国不動産投資信託市況） 

新興国不動産株式および新興国不動産社債は上昇しました。 

 

（国内短期金利市況） 

無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.01％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコール

市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.01％近辺で期間末を迎えました。 

国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.14％近辺から、日銀による国債買入れの継続な

どを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.17％近辺で期間末を迎えました。 

投資環境 
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（為替市況） 

期間中における円／インドルピー相場は、右記の推移となりました。 

 

 

 

（当ファンド） 

当ファンドでは、収益性を追求するため「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・

ファンド・リミテッド INRクラス」円建投資証券を高位に組み入れ、「マネー・アセット・マザーファンド」

受益証券への投資を抑制しました。 

 

（アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス） 

新興国の債券、株式、不動産に投資を行ない、インカム収益を確保しながらトータルリターンの 大化を

めざしました。 

ポートフォリオにおける各資産の組入比率は、概ね債券を５割～７割、株式を２割～４割、不動産を０～

２割、その他（キャッシュなど）を０～２割としました。 

また、米ドルなどのＧ７の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのＧ７の国の通貨売り、

インドルピー買いの為替取引を行ないました。 

 

（マネー・アセット・マザーファンド） 

運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元本の

安全性を重視した運用を行ないました。 

 

 

当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を

設定しておりません。 

 

 

当ファンドのポートフォリオ 

当ファンドのベンチマークとの差異 
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分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下の通りといたしました。なお、分配金に充当しなかっ

た収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。 

 

○分配原資の内訳  

 （単位：円、１万口当たり、税込み） 

項 目 
第151期 第152期 第153期 第154期 第155期 第156期 

2022年８月４日～ 
2022年９月５日 

2022年９月６日～ 
2022年10月３日 

2022年10月４日～ 
2022年11月４日 

2022年11月５日～ 
2022年12月５日 

2022年12月６日～ 
2023年１月４日 

2023年１月５日～ 
2023年２月３日 

当期分配金 20  20  20  20  20  20  

(対基準価額比率) 0.631％ 0.661％ 0.664％ 0.666％ 0.696％ 0.675％ 

 当期の収益 15  13  13  13  13  15  

 当期の収益以外 4  6  6  6  6  4  

翌期繰越分配対象額 783  777  770  764  757  753  
 
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 

 

分配金 
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○今後の運用方針 

（当ファンド） 

引き続き、「アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラ

ス」円建投資証券を原則として高位に組み入れ、「マネー・アセット・マザーファンド」受益証券への投資を

抑制する方針です。 

 

（アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス） 

米国、欧州ともに景気後退の可能性が高まっていることから、中国に対する見通しの改善が重要な時期に

来ていると考えています。2020年に新型コロナウイルスの感染拡大が始まって以降、中国のサイクルは世界

中のサイクルと相関が低下しており、投資家はより広くアジアと新興国への配分を増やす絶好の機会を得る

ことができるものと思われます。 

もう一つの好材料は米国の中間選挙の結果で、議会が分断されたことで経済政策が劇的に変化するリスク

が低下し、インフレリスクに対する保険をさらにかけるようＦＲＢに求める圧力が低下したことです。新し

い政治サイクルは、連続的なインフレ率の低下と重なり、驚くほど好転しました。金融情勢は緩和されてお

り、これは特に もレバレッジの高い発行体が資本市場へのアクセスを回復するために重要です。2023年初

めの新規発行の回復は、このプロセスをいち早く示しており、新興国市場のデット資産クラスへ資本を呼び

戻しつつあると考えています。 

近のインフレ高進による実質所得への打撃から、世界経済成長へのリスクは依然として残っているもの

と思われます。とはいえ、新興国が再び対米ドル成長プレミアムを示せば、新興国はうまくいくものと考え

ています。また、金融環境の改善が少なくとも市場が予想する成長率の鈍化と歩調を合わせれば、非常に良

い結果が得られると思われます。 

新興国の債券、株式、不動産に投資を行ない、インカム収益を確保しながらトータルリターンの 大化を

めざします。また、米ドルなどのＧ７の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのＧ７の国

の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行ないます。 

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 

 

（マネー・アセット・マザーファンド） 

引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は、わが国の国債お

よび格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コールローンや金銭信託な

どに投資することもあります。 

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 

 

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

○１万口当たりの費用明細 (2022年８月４日～2023年２月３日) 

項 目 
第151期～第156期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

 
 

円 ％  

（a） 信 託 報 酬 17  0.549  (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） ( 4)  (0.133)  委託した資金の運用の対価 

 （ 販 売 会 社 ） (12)  (0.399)  運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報 
提供などの対価 

 （ 受 託 会 社 ） ( 1)  (0.017)  運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 

（b） そ の 他 費 用 1   0.029   (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 

 （ 監 査 費 用 ） ( 0)  (0.002)  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 

 （ 印 刷 費 用 ） ( 1)  (0.026)  印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用 

 合 計 18   0.578    

作成期間の平均基準価額は、3,011円です。  

 
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出

した結果です。 
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目

ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。 
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

（参考情報） 

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取

引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した経費

率（年率）は2.36％です。 

 

 

 
（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。 
（注）各比率は、年率換算した値です。 
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。 
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

○売買及び取引の状況 (2022年８月４日～2023年２月３日) 

 

 

銘 柄 
第151期～第156期 

買 付 売 付 
口 数 金 額 口 数 金 額 

国 
内 

 千口 千円 千口 千円 
アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス － － 253,784 93,880 

 
（注）金額は受け渡し代金。 

 

 

銘 柄 
第151期～第156期 

設 定 解 約 
口 数 金 額 口 数 金 額 

 千口 千円 千口 千円 
マネー・アセット・マザーファンド － － 229 229 
 
 

○利害関係人との取引状況等 (2022年８月４日～2023年２月３日) 

 

＜日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）＞ 

区       分 

第151期～第156期 

買付額等 
Ａ 

  
売付額等 

Ｃ 

  

うち利害関係人
との取引状況Ｂ 

Ｂ
Ａ

 

うち利害関係人
との取引状況Ｄ 

Ｄ
Ｃ

 

 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 
投資信託証券 － － － 93 93 100.0 

 

＜マネー・アセット・マザーファンド＞ 

 該当事項はございません。 
 

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三
井住友信託銀行株式会社です。 

 

  

投資信託証券 

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

利害関係人との取引状況 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年８月４日～2023年２月３日) 

 

 該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。 

 

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2022年８月４日～2023年２月３日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○組入資産の明細 (2023年２月３日現在) 

 

銘 柄 
第150期末 第156期末 

口 数 口 数 評 価 額 比 率 

 千口 千口 千円 ％ 

アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス 6,042,739 5,788,954 2,073,603 98.4 

合 計 6,042,739 5,788,954 2,073,603 98.4 
 
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 

 

 

銘 柄 
第150期末 第156期末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

マネー・アセット・マザーファンド 2,279 2,050 2,057 
 
（注）親投資信託の2023年２月３日現在の受益権総口数は、17,081千口です。 

 

○投資信託財産の構成 (2023年２月３日現在) 

項 目 
第156期末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

投資証券 2,073,603 97.3 

マネー・アセット・マザーファンド 2,057 0.1 

コール・ローン等、その他 54,723 2.6 

投資信託財産総額 2,130,383 100.0 
 
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 

 

親投資信託残高 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 

項 目 
第151期末 第152期末 第153期末 第154期末 第155期末 第156期末 

2022年９月５日現在 2022年10月３日現在 2022年11月４日現在 2022年12月５日現在 2023年１月４日現在 2023年２月３日現在 

  円 円 円 円 円 円 

(A) 資産 2,334,611,813   2,201,025,184   2,184,896,261   2,166,820,862   2,068,534,502   2,130,383,998   

 コール・ローン等 48,521,101   49,957,943   49,575,323   43,618,328   41,776,719   54,722,561   

 投資証券(評価額) 2,276,410,800   2,148,784,704   2,122,229,695   2,113,513,840   2,018,476,936   2,073,603,633   

 マネー・アセット・マザーファンド(評価額) 2,282,537   2,282,537   2,187,737   2,151,464   2,057,804   2,057,804   

 未収入金 7,397,375   －   10,903,506   7,537,230   6,223,043   －   

(B) 負債 21,392,146   21,217,414   19,080,806   21,182,463   17,236,445   23,860,966   

 未払収益分配金 14,675,551   14,498,168   14,480,800   14,385,909   14,380,560   14,304,368   

 未払解約金 3,852,780   4,117,197   1,753,025   3,959,620   64,127   6,576,077   

 未払信託報酬 2,262,618   1,928,489   2,092,814   2,006,426   1,889,599   1,894,029   

 未払利息 52   86   77   108   41   14   

 その他未払費用 601,145   673,474   754,090   830,400   902,118   1,086,478   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 2,313,219,667   2,179,807,770   2,165,815,455   2,145,638,399   2,051,298,057   2,106,523,032   

 元本 7,337,775,505   7,249,084,454   7,240,400,277   7,192,954,967   7,190,280,172   7,152,184,384   

 次期繰越損益金 △5,024,555,838   △5,069,276,684   △5,074,584,822   △5,047,316,568   △5,138,982,115   △5,045,661,352   

(D) 受益権総口数 7,337,775,505口 7,249,084,454口 7,240,400,277口 7,192,954,967口 7,190,280,172口 7,152,184,384口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 3,152円 3,007円 2,991円 2,983円 2,853円 2,945円 
 
（注）当ファンドの第151期首元本額は7,373,758,666円、第151～156期中追加設定元本額は99,544,187円、第151～156期中一部解約元本額

は321,118,469円です。 
（注）１口当たり純資産額は、第151期0.3152円、第152期0.3007円、第153期0.2991円、第154期0.2983円、第155期0.2853円、第156期

0.2945円です。 
（注）2023年２月３日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は5,045,661,352円です。 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

○損益の状況 

項 目 
第151期 第152期 第153期 第154期 第155期 第156期 

2022年８月４日～ 
2022年９月５日 

2022年９月６日～ 
2022年10月３日 

2022年10月４日～ 
2022年11月４日 

2022年11月５日～ 
2022年12月５日 

2022年12月６日～ 
2023年１月４日 

2023年１月５日～ 
2023年２月３日 

  円 円 円 円 円 円 

(A) 配当等収益 12,016,895   11,858,559   11,845,197   11,720,697   11,700,755   11,629,516   

 受取配当金 12,017,598   11,860,229   11,846,609   11,723,126   11,702,424   11,629,846   

 受取利息 －   －   －   －   －   22   

 支払利息 △          703   △        1,670   △        1,412   △        2,429   △        1,669   △          352   

(B) 有価証券売買損益 77,941,439   △  100,801,589   △    6,566,755   △    1,226,947   △   88,886,084   70,838,174   

 売買益 78,275,565   701,615   18,189   1,374   20,117   71,333,080   

 売買損 △      334,126   △  101,503,204   △    6,584,944   △    1,228,321   △   88,906,201   △      494,906   

(C) 信託報酬等 △    2,358,193   △    2,009,947   △    2,181,212   △    2,091,180   △    1,969,415   △    2,086,013   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 87,600,141   △   90,952,977   3,097,230   8,402,570   △   79,154,744   80,381,677   

(E) 前期繰越損益金 △2,520,138,338   △2,410,110,200   △2,502,637,932   △2,487,723,782   △2,482,662,399   △2,552,166,069   

(F) 追加信託差損益金 △2,577,342,090   △2,553,715,339   △2,560,563,320   △2,553,609,447   △2,562,784,412   △2,559,572,592   

 (配当等相当額) (    578,087,895)  (    568,162,891)  (    562,838,903)  (    554,365,613)  (    549,406,142)  (    541,871,208)  

 (売買損益相当額) (△3,155,429,985)  (△3,121,878,230)  (△3,123,402,223)  (△3,107,975,060)  (△3,112,190,554)  (△3,101,443,800)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △5,009,880,287   △5,054,778,516   △5,060,104,022   △5,032,930,659   △5,124,601,555   △5,031,356,984   

(H) 収益分配金 △   14,675,551   △   14,498,168   △   14,480,800   △   14,385,909   △   14,380,560   △   14,304,368   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △5,024,555,838   △5,069,276,684   △5,074,584,822   △5,047,316,568   △5,138,982,115   △5,045,661,352   

 追加信託差損益金 △2,580,315,836   △2,558,364,974   △2,565,380,218   △2,558,365,967   △2,567,433,734   △2,562,541,589   

 (配当等相当額) (    575,114,149)  (    563,513,256)  (    558,022,005)  (    549,609,093)  (    544,756,820)  (    538,902,211)  

 (売買損益相当額) (△3,155,429,985)  (△3,121,878,230)  (△3,123,402,223)  (△3,107,975,060)  (△3,112,190,554)  (△3,101,443,800)  

 繰越損益金 △2,444,240,002   △2,510,911,710   △2,509,204,604   △2,488,950,601   △2,571,548,381   △2,483,119,763   
 
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい

ます。 
（注）分配金の計算過程（2022年８月４日～2023年２月３日）は以下の通りです。 
 

項 目 
2022年８月４日～ 
2022年９月５日 

2022年９月６日～ 
2022年10月３日 

2022年10月４日～ 
2022年11月４日 

2022年11月５日～ 
2022年12月５日 

2022年12月６日～ 
2023年１月４日 

2023年１月５日～ 
2023年２月３日 

a. 配当等収益(経費控除後) 11,701,805円 9,848,533円 9,663,902円 9,629,389円 9,731,238円 11,335,371円 

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円 0円 0円 0円 0円 0円 

c. 信託約款に定める収益調整金 578,087,895円 568,162,891円 562,838,903円 554,365,613円 549,406,142円 541,871,208円 

d. 信託約款に定める分配準備積立金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 589,789,700円 578,011,424円 572,502,805円 563,995,002円 559,137,380円 553,206,579円 

f. 分配対象収益(１万口当たり) 803円 797円 790円 784円 777円 773円 

g. 分配金 14,675,551円 14,498,168円 14,480,800円 14,385,909円 14,380,560円 14,304,368円 

h. 分配金(１万口当たり) 20円 20円 20円 20円 20円 20円 

 

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。 
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日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 

○分配金のお知らせ  

 第151期 第152期 第153期 第154期 第155期 第156期 

１万口当たり分配金（税込み） 20円 20円 20円 20円 20円 20円 
 
 
 

○お知らせ 

 

 2022年８月４日から2023年２月３日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。 

 

  

 
 

 

 

約款変更について 

 当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基

づき、次ページ以降にご報告申しあげます。 



種類・項目
アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド INRクラス

ガーンジー籍円建外国投資法人
運用の基本方針
基本方針 信託財産の中長期的な成長をめざします。

主な投資対象 新興国の債券、株式（預託証書を含みます。）および不動産投資信託証券を主要投資対象と
します。あわせて、為替取引などを行ないます。

投資方針
・ 新興国の債券、株式（預託証書を含みます。）および不動産投資信託証券を主要投資対象
とし、インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざします。
・ 米ドルなどのＧ７の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのＧ７の国の
通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行ないます。

主な投資制限

・ 純資産総額の50％以上を有価証券に投資します。
・ 投資信託証券など（ＥＴＦとＲＥＩＴを除きます。）への投資割合は純資産総額の５％を
超えないものとします。
・ 空売りは行ないません。
・ 純資産総額の10％を超える借入れは行ないません。
・ 同一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ
等エクスポージャーへの比率は、それぞれ純資産総額の10％を超えないものとし、合計で
純資産総額の20％を超えないものとします。

・ 流動性の乏しい証券への投資は、純資産総額の15％を超えないものとします。

収益分配 原則として、毎月20日（休日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。なお、投資顧問会社
の判断により収益分配を行なわないことがあります。

ファンドに係る費用
信託報酬など 純資産総額に対して年率1.25％

（国内における消費税等相当額はかかりません。）
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律
顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。

その他
投資顧問会社 アッシュモア・インベストメント・アドバイザーズ・リミテッド
信託期間 無期限
決算日 原則として、毎年２月末日
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◇◆ 連結投資明細表 

投資の明細 満期日 通貨 額面 市場価格（円）

純資産に
占める
割合（％）

公式証券取引所に上場されている有価証券

債券

バーレーン（2021年：0.80%）

2022年２月28日現在

ブラジル（2021年：19.82％）

チリ（2021年：2.11％）

中国（2021年：9.72％）

コロンビア（2021年：0.62％）

エクアドル（2021年：2.91％）

ガーナ（2021年：0.00％）

イラク（2021年：1.11％）

イスラエル（2021年：4.56％）

メキシコ（2021年：2.77％）

オマーン（2021年：1.69％）

パナマ（2021年：2.58％）
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wk-(�l��-l�m�)m�./�>l'w�����
wwl'�"0)2�#�-�'l2
02�'l2�3()w(5�2/'l2�"�)/)��/5�i'/'l-l)'w�*(��'kl�1l/��l)2l2�]U�"l��0/�1�]W]]4('lw�'(�'kl�3()w(5�2/'l2�"�)/)��/5�i'/'l-l)'w�%�3()w(5�2/'l2�i�kl205l�(*�&)+lw'-l)'w�/w�/'�]U�"l��0/�1�]W]]�n�()'�)0l2o 2022年２月28日現在

投資の明細 満期日 通貨 額面／数量 市場価格（円）

純資産に
占める
割合（％）

公式証券取引所に上場されている有価証券（続き）

債券（続き）

ポーランド（2021年：0.63％）

ロシア（2021年：1.71％）

南アフリカ（2021年：2.41％）

トルコ（2021年：1.66％）

ウクライナ（2021年：3.27％）

アラブ首長国連邦（2021年：2.01％）

ザンビア（2021年：1.99％）

ブラジル（2021年：2.47％）

中国（2021年：7.93％）

債券合計

株式
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2022年２月28日現在

投資の明細 通貨 数量 市場価格（円）

純資産に
占める
割合（％）

公式証券取引所に上場されている有価証券（続き）

株式（続き）

コロンビア（2021年：0.00％）

香港（2021年：0.30％）

インド（2021年：2.01％）

インドネシア（2021年：0.61％）

メキシコ（2021年：1.10％）

パナマ（2021年：0.47％）

ペルー（2021年：0.67％）

ロシア（2021年：0.74％）

韓国（2021年：4.79％）

台湾（2021年：5.82％）

* �2022年２月28日現在、この有価証券の公正価値は継続中のロシア・ウクライナ紛争のため割り引かれている。
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2022年２月28日現在

投資の明細 通貨 数量 市場価格（円）

純資産に
占める
割合（％）

公式証券取引所に上場されている有価証券（続き）

株式（続き）

購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 決済日 相手方
未実現（損）益

（円）

純資産に
占める
割合（%）

外国為替先渡契約

市場価格（円）

純資産に
占める
割合（％）

外国為替先渡契約にかかる未実現利益（2021年：1.35％）

現金および現金同等物（2021年：9.74％）

その他の資産、資本および負債（2021年：0.21％）

外国為替先渡契約にかかる未実現損失（2021年：（3.22％））

外国為替先渡契約にかかる未実現純利益合計（2021年：（1.87％））

投資および外国為替先渡契約合計（2021年：90.05％）

純資産合計

ザンビア（2021年：0.00％）

株式合計

公式証券取引所に上場されている有価証券合計

投資合計
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債券の信用格付明細* 市場価格（円）

* �S&P、ムーディーズ、およびフィッチによる投資格付けを比較し、３社のうち最も高い格付けを当該証券の
格付けとして採用した。この格付けに基づいて投資先が投資適格または投資適格未満のいずれであるかを判
断した。この分析は上場債券のみを対象としている。

投資適格
投資適格未満
無格付
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アッシュモア・エマージング・マーケッツ・トライアセット・ファンド・リミテッド
2022年２月28日までの会計年度の連結財務書類

費用

2022年２月28日に終了した年度のファンドの総費用比率は1.38％（2021年：1.37％）であった。
2022年
日本円

投資マネージャー報酬 150,265,421
監査報酬 3,773,632
取締役報酬 2,565,270
管理報酬 2,415,000
保管費用 2,240,566
その他費用 4,548,253

165,808,142
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マネー・アセット・マザーファンド 

 

 

 

 

 
第14期 (決算日 2022年10月11日) 

（2021年10月12日～2022年10月11日） 
 
 
 

信 託 期 間 2008年９月30日から原則無期限です。 

運 用 方 針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 

主 要 運 用 対 象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 

組 入 制 限 
株式への投資は行ないません。 
外貨建資産への投資は行ないません。 

 
 
 

 わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。 

 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準と

なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 

 

 

 

＜336815＞

運 用 報 告 書 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

フ ァ ン ド 概 要 

マネー・アセット・マザーファンド 
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マネー・アセット・マザーファンド 

 
【運用報告書の表記について】 

・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と

は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。  

 

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

債   券 
組 入 比 率 

純 資 産 
総 額  

期 中 
騰 落 率 

 円 ％ ％ 百万円 

10期(2018年10月10日) 10,048 △0.1 － 118 

11期(2019年10月10日) 10,044 △0.0 － 111 

12期(2020年10月12日) 10,041 △0.0 － 95 

13期(2021年10月11日) 10,039 △0.0 － 20 

14期(2022年10月11日) 10,038 △0.0 － 17 
 
（注）ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 

 騰 落 率 

(期  首) 円 ％ 

2021年10月11日 10,039 － 

10月末 10,039 0.0 

11月末 10,039 0.0 

12月末 10,039 0.0 

2022年１月末 10,039 0.0 

２月末 10,039 0.0 

３月末 10,039 0.0 

４月末 10,039 0.0 

５月末 10,039 0.0 

６月末 10,038 △0.0 

７月末 10,038 △0.0 

８月末 10,038 △0.0 

９月末 10,038 △0.0 

(期  末)   

2022年10月11日 10,038 △0.0 
 
（注）騰落率は期首比です。 
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マネー・アセット・マザーファンド 

○運用経過 (2021年10月12日～2022年10月11日) 

 

 期間の初め10,039円の基準価額は、期間末に

10,038円となり、騰落率は△0.0％となりました。 

 

 

 期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通

りです。 

 

＜値下がり要因＞ 

・無担保コール翌日物金利がマイナス圏で推移した

こと。 

 

（国内短期金利市況） 

 無担保コール翌日物金利は、期間の初めの

－0.02％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の

下でコール市場でもマイナス圏での取引が続き、

－0.02％近辺で期間末を迎えました。 

 国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.11％近辺から、日銀による国債買入れの継続など

を受けてマイナス圏での推移が続き、－0.17％近辺で期間末を迎えました。 

 

 

 運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コール・ローンや金銭信託などを通じて、元本の

安全性を重視した運用を行ないました。 

 

○今後の運用方針 

 引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は原則として、わが国

の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール・ローンや金

銭信託などに投資することもあります。 

 将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。 

 

  

基準価額の推移 

基準価額の変動要因 

ポートフォリオ 

期  首 期中高値 期中安値 期  末 

2021/10/11 2021/10/12 2022/06/29 2022/10/11 

10,039円 10,039円 10,038円 10,038円 
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マネー・アセット・マザーファンド 

○１万口当たりの費用明細 (2021年10月12日～2022年10月11日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○売買及び取引の状況 (2021年10月12日～2022年10月11日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2021年10月12日～2022年10月11日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年10月12日～2022年10月11日) 

 

 該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。 

 

○組入資産の明細 (2022年10月11日現在) 

 

 2022年10月11日現在、有価証券等の組入れはございません。 

 

○投資信託財産の構成 (2022年10月11日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

コール・ローン等、その他 17,461 100.0 

投資信託財産総額 17,461 100.0 
 
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 
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マネー・アセット・マザーファンド 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年10月11日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 17,461,036   

 コール・ローン等 17,461,036   

(B) 負債 8   

 未払利息 8   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 17,461,028   

 元本 17,395,178   

 次期繰越損益金 65,850   

(D) 受益権総口数 17,395,178口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,038円 
 
（注）当ファンドの期首元本額は20,025,952円、期中追加設定元本

額は15,792,917円、期中一部解約元本額は18,423,691円です。 
（注）2022年10月11日現在の元本の内訳は以下の通りです。 

・日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） 7,621,059円 
・日興マネー・アセット・ファンド      7,500,222円 
・日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 2,273,897円 

（注）１口当たり純資産額は1.0038円です。 

○損益の状況 (2021年10月12日～2022年10月11日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △ 2,840   

 受取利息 8   

 支払利息 △ 2,848   

(B) 当期損益金(Ａ) △ 2,840   

(C) 前期繰越損益金 78,899   

(D) 追加信託差損益金 61,590   

(E) 解約差損益金 △71,799   

(F) 計(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) 65,850   

 次期繰越損益金(Ｆ) 65,850   
 
（注）損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追

加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額
分をいいます。 

（注）損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 

 

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。 

 

○お知らせ 

 

 2021年10月12日から2022年10月11日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。 

 

 

約款変更について 
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