
東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 ７ 番 １ 号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コ ー ル セ ン タ ー  電話番号：0120－25－1404
午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

＜641251＞

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上

げます。
さて、「世界標準債券ファンド」は、2023年

１月17日に第154期の決算を行ないました。
当ファンドは、主として、国際経済・国際政

治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や
地域の通貨建てのソブリン債券を主要投資対象
とする投資信託証券に投資を行ない、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
行なってまいりました。

ここに、当作成対象期間の運用経過等につい
てご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお
願い申し上げます。

第154期末（2023年1月17日）
基 準 価 額 3,380円
純 資 産 総 額 5,970百万円

第149期～第154期
騰 落 率 △ 1.8％
分配金（税込み）合計 120円

（注）騰落率は分配金（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、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○�交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容につ
いては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○�当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全
体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供
する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、
下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記URLにアクセス�⇒�ファンド検索機能を利用して該
当ファンドのページを表示�⇒�運用報告書タブを選択�⇒�
該当する運用報告書をクリックしてPDFファイルを表示

○�運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求に
より交付されます。交付をご請求される方は、販売会
社までお問い合わせください。

世界標準債券ファンド  
＜愛称 ニューサミット＞

追加型投信／内外／債券
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運用経過
作成期間中の基準価額等の推移 � （2022年7月20日～2023年1月17日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

（円） （百万円）
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第149期首： 3,560円
第154期末： 3,380円（既払分配金（税込み）：120円）
騰 落 率：△ 1.8％（分配金再投資ベース）

（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7月19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、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通

貨建てのソブリン債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、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。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＞
・�保有債券からの金利収入を得たこと。
・�メキシコ、インドネシア、カナダなどの債券利回りが低下（債券価格は上昇）したこと。
・�メキシコペソなどの投資対象通貨が対円で上昇したこと。

＜値下がり要因＞
・�インドネシアルピア、カナダドルなどの投資対象通貨が対円で下落したこと。
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１万口当たりの費用明細 � （2022年7月20日～2023年1月17日）

項 目 第149期～第154期 項 目 の 概 要金 額 比 率
円 ％

（a） 信 託 報 酬 20 0.570 （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 ） （ 7） （0.197） 委託した資金の運用の対価

（ 販 売 会 社 ） （13） （0.357） 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） （0.016） 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 0.014 （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 ） （ 0） （0.012） 印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

合 計 21 0.584

作成期間の平均基準価額は、3,539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）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することと

しております。
（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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（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1.49％です。

経費率
1.49％

当ファンド
1.18％
当ファンド
1.18％

投資先
ファンド
0.31％

投資先
ファンド
0.31％

運用管理費用
（投信会社）
0.40％

運用管理費用
（投信会社）
0.40％

運用管理費用
（販売会社）
0.72％

運用管理費用
（販売会社）
0.72％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

その他費用
0.03％

運用管理費用
0.31％

運用管理費用
0.31％

（単位：％）

経費率（①＋②） 1.49

①当ファンドの費用の比率 1.18

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.31

（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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最近５年間の基準価額等の推移 � （2018年1月17日～2023年1月17日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

（円） （百万円）
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（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、2018年1月17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。

2018年1月17日 2019年1月17日 2020年1月17日 2021年1月18日 2022年1月17日 2023年1月17日
決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額 （円） 4,560 3,805 3,846 3,353 3,269 3,380
期間分配金合計（税込み） （円） － 480 480 460 240 240
分配金再投資基準価額騰落率（％） － △ 6.1 14.6 0.1 4.8 10.8
純資産総額� （百万円） 17,759 10,962 9,477 7,733 6,613 5,970

（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）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
（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。
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投資環境 � （2022年7月20日～2023年1月17日）

（海外債券市況）
新興国市場では、人の移動や個人消費の増加を通じての経済正常化への回帰が結果的に物価上昇圧力

の拡大につながっており、多くの新興国の中央銀行は2022年を通じて金融政策の正常化を一段と推し進
めることを余儀なくされました。しかし、多くの中南米諸国では利上げサイクルが終わっているか、終
わりに近づいており、物価上昇圧力が緩和するなかで、2023年には利下げが実施される可能性がありま
す。その一方で多くのアジア諸国では利上げサイクルが比較的初期の段階にありますが、インフレ圧力
があまり深刻でないことから、利上げサイクルの規模は相対的に小さなものになる可能性が高いとみて
います。新型コロナウイルスのワクチンの接種率が相対的に低いことに加えて、中国製ワクチンの有効
性の低さや自然免疫の不足などによって新型コロナウイルスに対する免疫が依然として世界平均より大
幅に低くなっている中国は引き続き例外的な存在になっています。中国では、主要大都市圏でのロック
ダウン（都市封鎖）の頻発が経済成長の重しになっていましたが、中国政府のゼロコロナ政策に対する
市民の我慢が限界に達し大規模な抗議デモが相つぐなかで、中国政府は新型コロナウイルス関連の隔離
規則やＰＣＲ検査要件の緩和など厳格なゼロコロナ政策の緩和に正式にシフトしています。また、不動
産市場に対する懸念が強まったことを背景に、中国政府および金融当局は、大手不動産開発企業向けの
融資枠や社債保証プログラムの設定を含む追加政策支援を実施しています。ロシアによるウクライナへ
の侵攻を受けて、地政学的リスクが欧州新興国市場の資産の先行きを不透明なものにしています。ロシ
アによる天然ガスの供給停止が欧州諸国を苦しめてきましたが、大量の液化天然ガス（ＬＮＧ）供給を
含む代替エネルギー供給の大量調達と、例年よりも温暖であることなどを背景に、欧州の天然ガス価格
は2022年の夏場のピーク水準から大幅に下落しています。ロシアのウクライナ侵攻は中南米やアジア地
域の新興国経済へは大きな悪影響を与えていないという見方をしており、一部のコモディティ輸出国は
調達先変更の恩恵を受けています。

カナダでは、国内金利の上昇が家計消費を抑制し、さらに企業の資本コストを増加させるなかで、経
済活動の軟化の兆候を示唆する内容の経済指標が見られます。また、住宅市場の活動はここ数ヵ月で急
速に後退しているとみられます。こうした状況を背景に、金融環境の継続的な引き締まりの影響が実体
経済に波及していくことから、経済活動は2023年上半期を通じて失速すると予想されます。カナダ経済
の見通しを踏まえ、これまでに実施した利上げを考慮に入れて、カナダ銀行（中央銀行）は2022年12
月の金融政策決定会合で政策金利を0.50％引き上げ4.25％にすることを決定しました。

オーストラリアでは、金利変動に敏感なセクターへの圧迫が継続していることを示す兆候が見られて
います。こうした兆候は住宅市場で特に顕著に見られており、住宅セクターの活動は軟化し、住宅価格
自体も下落に転じています。オーストラリア経済の他の分野は底堅く推移していますが、世界経済が減
速し、サービスへの支出の回復が一巡し、金融環境の引き締まりを背景に家計消費支出の伸びが減速す
るなかで、オーストラリア経済の成長も今後数四半期にわたり緩やかに減速すると予想されています。
一般物価の動向については、月次の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は2022年9月の前年同月比7.3％
から10月は上昇幅を縮小して同6.9％となり、市場予想を下回りました。

（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－0.02％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、－0.01％近辺で期間末を迎えました。
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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、－0.19％近辺で期間末を迎えました。

（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。
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当ファンドのポートフォリオ � （2022年7月20日～2023年1月17日）

（当ファンド）
当ファンドは、収益性を追求するため、「ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド�クラスＡ」

受益証券を高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。

（ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスＡ）
当ファンドではメキシコペソの比率を高位に維持しました。高利回り、財政の規律、魅力的な通貨の

バリュエーション（価値評価）、安定的な国際収支が相まって優位な状況にあります。メキシコは米国
の供給網にとって重要な製造ハブであることから、米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）におい
て独自の立場にあり、メキシコペソは他の新興国通貨に対して際立っています。米国のバイデン政権の
もとで積極的な財政出動が見込まれるなか、国内への多くの送金や自動車を中心とした消費者の堅調な
輸入需要が見られています。また、米国のアウトバウンド観光が復活するなか、メキシコが多くの人に
とって便利な旅行先となっています。

インドネシアルピアについては、引き続きインフレに対して魅力的な利回り水準を提供していること
から、ポジティブな見方を維持しています。中国の商品需要の回復から利益を得るのに適した立場にあ
ることに加えて、参入障壁の削減と労働の柔軟性の向上を継続する構造改革に着手しており、同国への
構造的な外国直接投資を惹きつける明るい兆しとなっています。

先進国通貨の中では、以下の理由により、カナダドルからオーストラリアドルへの入替えを行ないま
した。相対的なバリュエーションについては、近年、世界の成長はアジアよりも北米に牽引され、石油
関連の商品価格が堅調であるため、オーストラリアドルはカナダドルをアンダーパフォームしてきまし
た。さらに、国内経済の減速に伴ないカナダ銀行が利上げペースの鈍化を示唆した一方で、国内主導の
インフレによりオーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）は�2023年も利上げを継続する可能性が高く、オー
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ストラリアの債券利回りはカナダを上回った高い水準で推移しています。金利引き上げの経済への影響
については、北米経済は2023年にリセッション（景気後退）入りするリスクが高まっている一方、アジ
アの多くの地域では、観光業を中心に新型コロナウイルス関連の規制が緩和され、家計の貯蓄がまだ十
分にあることから、成長の追い風が吹いているとみられます。オーストラリアは中国との間の貿易への
依存度を下げているものの、中国の新型コロナウイルス関連の規制が緩和され、外交的緊張が緩和され
れば、鉄鉱石、石炭、ＬＮＧなどオーストラリアの主要輸出品目に対する需要が再び高まる可能性があ
ります。

（マネー・アカウント・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。

当ファンドのベンチマークとの差異 � （2022年7月20日～2023年1月17日）
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。

分配金 � （2022年7月20日～2023年1月17日）
分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。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149期 第150期 第151期 第152期 第153期 第154期

2022年7月20日～
2022年8月17日

2022年8月18日～
2022年9月20日

2022年9月21日～
2022年10月17日

2022年10月18日～
2022年11月17日

2022年11月18日～
2022年12月19日

2022年12月20日～
2023年1月17日

当期分配金 20 20 20 20 20 20
（対基準価額比率） 0.556％ 0.543％ 0.550％ 0.562％ 0.576％ 0.588％

当期の収益 20 20 20 20 20 20
当期の収益以外 － － － － － －

翌期繰越分配対象額 343 349 353 356 360 364
（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。

今後の運用方針

（当ファンド）
引き続き、「ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド�クラスＡ」受益証券を原則として高位に

組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。
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（ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスＡ）
現在の戦略は、外的要因に大きく左右されることのない強固なストーリーに注目しています。先進国

の金融政策は引き続き緩和的であり、新興国市場の成長率が先進国市場の成長率を上回ることから、新
興国市場と先進国市場の成長率の差は再び拡大すると考えられるため、中期的な観点からは新興国市場
に極めて前向きな姿勢を維持しています。

当ファンドでは、インフレ率に対して金利が高く実質的なインカムの創出が高水準である市場、通貨
のバリュエーションが魅力的な水準にあり長期的に上昇が見込まれる市場、構造改革に下支えされた長
期的な成長ポテンシャルがある市場、制度的な信頼が強固である市場に着目し、引き続き積極的に新規
投資機会を追求していく方針です。

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・アカウント・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。主な投資対象は、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。

お知らせ
2022年7月20日から2023年1月17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。

当ファンドの概要

商 品 分 類 追加型投信／内外／債券
信 託 期 間 2010年３月18日から2030年1月17日までです。

運 用 方 針
主として、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券（国債、
州政府債、政府保証債、国際機関債などをいいます。）を主要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。

主要投資対象
「ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド�クラスＡ」受益証券
「マネー・アカウント・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。

運 用 方 法
主として、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券を主
要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、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。投資対象通貨の中から３通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債券に投資します。

分 配 方 針 第1計算期は収益分配を行ないません。第２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。
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（参考情報）
○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

最大値（当ファンド） 最大値 最小値（当ファンド） 最小値 平均値

（％）
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当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

（2018年1月末～2022年12月末）

（単位：％）
当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

最大値 21.8 42.1 59.8 62.7 5.4 7.9 15.7
最小値 △ 9.9 △ 16.0 △ 12.4 △ 19.4 △ 5.5 △ 6.1 △ 9.4
平均値 4.9 6.5 14.7 7.3 △ 0.1 2.9 1.8

（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2018年1月から2022年12月の５年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先進国株：MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI国債
先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
指数について
●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配
当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属
します。●MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）は、MSCI�Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、
配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI�Inc.に帰属します。●MSCIエマージング・マーケット・
インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI� Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当
指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI� Inc.に帰属します。●NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、
その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもので
はなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。●FTSE世界国債
インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE�Fixed�Income�LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で
加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE�Fixed�Income�LLCに帰属します。●JPモルガンGBI-
EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、J.P.�Morgan�Securities�LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨
建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.�Morgan�Securities�LLCに帰属します。
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当ファンドのデータ
組入資産の内容 � （2023年1月17日現在）

○組入上位ファンド
銘 柄 名 第154期末

％
ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド�クラスＡ 98.3
マネー・アカウント・マザーファンド 0.1

組入銘柄数 2銘柄
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

国内投資信託受益証券
98.3％

国内投資信託受益証券
98.3％

親投資信託受益証券
0.1％

その他
1.6％

○国別配分

ルクセンブルグ
98.3％

ルクセンブルグ
98.3％

日本
0.1％

その他
1.6％

○通貨別配分

円
98.4％
円

98.4％

その他
1.6％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）国内投資信託受益証券には外国籍（邦貨建）の受益証券を含めております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等

項 目 第149期末 第150期末 第151期末 第152期末 第153期末 第154期末
2022年8月17日 2022年9月20日 2022年10月17日 2022年11月17日 2022年12月19日 2023年1月17日

純 資 産 総 額 6,620,969,565円 6,667,645,485円 6,512,365,486円 6,334,729,229円 6,124,009,008円 5,970,871,515円
受 益 権 総 口 数 18,508,809,799口 18,194,163,921口 18,021,548,238口 17,887,895,598口 17,732,683,210口 17,667,372,617口
1万口当たり基準価額 3,577円 3,665円 3,614円 3,541円 3,454円 3,380円

（注）当作成期間（第149期～第154期）中における追加設定元本額は157,990,721円、同解約元本額は1,234,983,450円です。
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組入上位ファンドの概要

ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスＡ

（円）

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

2021/5/1 2021/7/1 2021/9/1 2021/11/1 2022/1/1

（2021年3月1日～2022年2月28日）
【基準価額の推移】

（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

【１万口当たりの費用明細】
（2021年3月1日～2022年2月28日）

当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていないため、
掲載しておりません。

【組入上位10銘柄】
（2022年2月28日現在）

銘 柄 名 業 種 ／ 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率
％

１ MEXICAN BONOS 7.75% 11-29/05/2031 債券 メキシコペソ メキシコ 8.4
2 INDONESIA GOVT 7.5% 17-15/05/2038 債券 インドネシアルピア インドネシア 8.3
3 INDONESIA GOVT 8.25% 15-15/05/2036 債券 インドネシアルピア インドネシア 8.0
4 CAN HOUSING TRUS 2.55% 14-15/03/2025 債券 カナダドル カナダ 6.9
5 CAN HOUSING TRUS 1.9% 16-15/09/2026 債券 カナダドル カナダ 6.7
6 MEXICAN BONOS 8.5% 09-31/05/2029 債券 メキシコペソ メキシコ 5.0
7 MEXICAN BONOS 10%06-20/11/2036 債券 メキシコペソ メキシコ 4.9
8 INDONESIA GOVT 7.375% 17-15/05/2048 債券 インドネシアルピア インドネシア 4.9
9 INTERAMER DEV BK 7.5% 07-05/12/2024 債券 メキシコペソ 国際機関 4.4
10 CANADA-GOVT 2.75% 14-01/12/2048 債券 カナダドル カナダ 3.9

組入銘柄数 27銘柄
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】

債券
96.7％

その他
3.3％

【国別配分】
その他
3.3％

ドイツ
3.6％

インドネシア
21.2％

メキシコ
20.4％

国際機関
18.5％

カナダ
33.0％

【通貨別配分】

その他
3.3％

カナダドル
33.0％メキシコペソ

31.8％

インドネシアルピア
31.9％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

90002_ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスＡ_927982.indd   1 2022/07/28   11:41:31

マネー・アカウント・マザーファンド

（円）

10,019

10,020

10,021

10,022

10,023

10,024

10,025

2021/11 2022/1 2022/3 2022/5 2022/7 2022/9

（2021年10月13日～2022年10月12日）
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（2021年10月13日～2022年10月12日）
該当事項はございません。

組入資産の内容 � （2022年10月12日現在）
2022年10月12日現在、有価証券等の組入れはございません。

※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

交付_90002_636843_20221012_マネー・アカウント・マザーファンド_937213.indd   1 2022/10/24   16:49:36
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ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスＡ

（円）
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（2021年3月1日～2022年2月28日）
【基準価額の推移】

（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

【１万口当たりの費用明細】
（2021年3月1日～2022年2月28日）

当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていないため、
掲載しておりません。

【組入上位10銘柄】
（2022年2月28日現在）

銘 柄 名 業 種 ／ 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率
％

１ MEXICAN BONOS 7.75% 11-29/05/2031 債券 メキシコペソ メキシコ 8.4
2 INDONESIA GOVT 7.5% 17-15/05/2038 債券 インドネシアルピア インドネシア 8.3
3 INDONESIA GOVT 8.25% 15-15/05/2036 債券 インドネシアルピア インドネシア 8.0
4 CAN HOUSING TRUS 2.55% 14-15/03/2025 債券 カナダドル カナダ 6.9
5 CAN HOUSING TRUS 1.9% 16-15/09/2026 債券 カナダドル カナダ 6.7
6 MEXICAN BONOS 8.5% 09-31/05/2029 債券 メキシコペソ メキシコ 5.0
7 MEXICAN BONOS 10%06-20/11/2036 債券 メキシコペソ メキシコ 4.9
8 INDONESIA GOVT 7.375% 17-15/05/2048 債券 インドネシアルピア インドネシア 4.9
9 INTERAMER DEV BK 7.5% 07-05/12/2024 債券 メキシコペソ 国際機関 4.4
10 CANADA-GOVT 2.75% 14-01/12/2048 債券 カナダドル カナダ 3.9

組入銘柄数 27銘柄
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】

債券
96.7％

その他
3.3％

【国別配分】
その他
3.3％

ドイツ
3.6％

インドネシア
21.2％

メキシコ
20.4％

国際機関
18.5％

カナダ
33.0％

【通貨別配分】

その他
3.3％

カナダドル
33.0％メキシコペソ

31.8％

インドネシアルピア
31.9％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
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マネー・アカウント・マザーファンド

（円）

10,019

10,020

10,021

10,022

10,023

10,024

10,025

2021/11 2022/1 2022/3 2022/5 2022/7 2022/9

（2021年10月13日～2022年10月12日）
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（2021年10月13日～2022年10月12日）
該当事項はございません。

組入資産の内容 � （2022年10月12日現在）
2022年10月12日現在、有価証券等の組入れはございません。

※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。
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