
パン・アジア高配当株式ファンド
(毎月分配型)
交付運用報告書

追加型投信／内外／株式

第31期（決算日2015年３月16日）第32期（決算日2015年４月15日）第33期（決算日2015年５月15日）
第34期（決算日2015年６月15日）第35期（決算日2015年７月15日）第36期（決算日2015年８月17日）

作成対象期間（2015年２月17日～2015年８月17日）

第36期末（2015年８月17日）
基 準 価 額 15,825円
純 資 産 総 額 83百万円

第31期　～　第36期
騰 落 率 6.6％
分配金（税込み）合計 1,000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。

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、「パン・アジア高配当株式ファンド（毎月
分配型）」は、2015年８月17日に第36期の決算を
行ないました。
　当ファンドは、主として、パン・アジア（日本、
アジア、オセアニア）の株式に実質的に投資を行
ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産
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。

○�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。

東京都港区赤坂九丁目７番１号
http://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。

⃝お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。
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1

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

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）

（百万円）（円）
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第31期首：15,767円
第36期末：15,825円（既払分配金（税込み）：1,000円）
騰 落 率：	 	 6.6％（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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
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（2015年２月16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。

（2015年２月17日～2015年８月17日）

○基準価額の推移
　第31期首15,767円の基準価額は、第36期末に15,825円（分配後）となり、分配金を加味した騰落率は＋
6.6％となりました。
○基準価額の主な変動要因
　当ファンドは、主として、パン・アジア（日本、アジア、オセアニア）の株式に実質的に投資を行な
い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。各地域への
投資は、「日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け）」、「オーストラリア株式ファンド（適
格機関投資家向け）」、「アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド�クラスＡ」の３つの投資先
ファンドを通じて行なっております。当作成期間末における各投資先ファンドの組入比率および各投資
先ファンドの当作成期間の騰落率は、以下の通りです。
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2

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

項　　　　　目
第31期～第36期

項　目　の　概　要
金　　額 比　　率

（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

円
89

（15）

（71）

（	 3）

％
0.539

（0.095）

（0.427）

（0.016）

（a）	 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
	
委託した資金の運用の対価

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
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

（監査費用）

（印刷費用）

8

（	 0）

（	 8）

0.050

（0.003）

（0.047）

（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
印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

合　　　　　計 97 0.589

作成期間の平均基準価額は、16,595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）	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。

１万口当たりの費用明細 （2015年２月17日～2015年８月17日）

投資先ファンド 組入比率 騰落率
％ ％

日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け） 45.3 19.4
オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け） 10.0 △8.7
アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド	クラスＡ 43.1 0.2

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。

・�国内の景況感や企業業績が改善傾向となったことや企業による株主還元策強化の動きが活発化したこ
と、円安／アメリカドル高が進行したことなどが国内市場の株価の上昇要因となりました。

・�FRB（米国連邦準備制度理事会）による利上げの時期について慎重であるとの見方が広がったことや
中国など一部の投資国の中央銀行などが金融緩和政策を実施したことなどが、アジア市場の株価の上
昇要因となる一方、ギリシャのデフォルト（債務不履行）問題に不透明感が増したことや中国など一
部の新興国の景気減速懸念が拡大したことなどが下落要因となりました。

・�中国の経済成長率鈍化の懸念やギリシャの債務問題やFRBによる早期利上げ観測、原油などの商品価
格の下落がオーストラリア市場の株価の下落要因となりました。
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3

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

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）

（百万円）（円）
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2012年８月23日
設定日

2013年８月15日
決算日

2014年８月15日
決算日

2015年８月17日
決算日

基準価額 （円） 10,000 13,688 14,912 15,825
期間分配金合計（税込み） （円） ― 0 750 1,900
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 36.9 14.6 19.6
純資産総額 （百万円） 50 68 75 83
（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。
	 	ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2013年８月15日の騰落率は設定当初との比較

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。

最近５年間の基準価額等の推移 （2010年８月16日～2015年８月17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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）� �当ファンドの設定日は2012年８月23日です。
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4

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

投資環境 （2015年２月17日～2015年８月17日）

（国内株式市況）
　国内株式市場では、主要な国内の株価指数は期間の初めと比べて上昇しました。期間の初めから2015
年３月中旬にかけては、国内の景況感や企業業績が改善傾向となったことや、欧州や一部の新興国にお
いて金融緩和政策が進展したこと、米国や欧州における株高傾向などを背景に、国内の株価指数は上昇
しました。３月下旬から６月中旬にかけては、不透明なギリシャの債務問題や、欧米などの長期金利の
上昇傾向などが株価の重しとなったものの、国内景気の回復期待や企業による株主還元策強化の動き、
円安／アメリカドル高の進行などの好材料を受けて、国内の株価指数は緩やかに上昇しました。６月下
旬から７月上旬にかけては、ギリシャ支援協議が決裂しギリシャのデフォルトなどが危惧されたこと
や、中国の株価急落を受けて世界的に株安の展開となったことなどから、国内の株価指数は下落しまし
た。７月中旬から期間末にかけては、ギリシャに対する金融支援の再開にめどがついたことや、好調な
企業業績の発表、円安／アメリカドル高傾向などを受けて、国内の株価指数は上昇しました。

（オーストラリア株式市況） 
　期間中のオーストラリア株式市場は、期間の初めと比べて下落しました。期間の初めから2015年４月
下旬までは、中国の利下げや欧米株式市場の上昇などが好感された一方、原油や他の商品価格の下落や
RBA（オーストラリア準備銀行）の金利据え置きなどが嫌気され、株価は一進一退となりました。
　４月下旬以降は、米国の早期利上げに対する警戒感が台頭したことやギリシャ債務問題への懸念など
から市場心理が悪化し、株価は下落に転じました。７月に入り持ち直す局面も見られましたが、８月以
降、期間末にかけては、中国が人民元の実質的な切り下げに踏み切ったことを受けて中国景気に対する
不透明感が高まり、世界的に株式市場が軟調となるなか、株価は再度、下落基調となりました。

（アジア株式市況） 
　期間前半のアジア株式市場（日本を除く）は、FRBによる米国の利上げの開始時期について慎重な見
方が広がり、堅調な株価推移となった株式市場が多くなりました。個別市場では、金融政策の維持や堅
調な経済成長が好感されたシンガポール株式市場、株価の出遅れ感や予想外の利下げが好感された韓国
株式市場、上海・香港の株式相互取引制度による資金流入や売買高増加が期待された香港株式市場など
が上昇しました。その一方で、景気の先行き不透明感が強まったタイ株式市場や株価上昇の継続を背景
とした高値警戒感からインド株式市場、値ごろ感からの売りや企業業績の鈍化懸念からインドネシア株
式市場などが下落しました。
　期間後半のアジア株式市場（日本を除く）は、ギリシャのデフォルト問題を回避するための金融支援
再開に向けた協議の先行き不透明感の強まりや、原油価格などの資源価格の下落、中国の株価急落から
波及した世界株安や中国の人民元の通貨切り下げを背景とした中国景気減速懸念の拡大などにより、総
じて軟調な株価推移となりました。個別市場では、上海取引所と深セン取引所の全上場銘柄の約半分が
売買停止となった中国株式市場や、市場予想を下回る経済指標の発表やハイテク企業の業績不透明感が
嫌気された台湾株式市場などの株価下落が目立ちました。為替市場では、ギリシャ問題や中国の株価急
落などを受けた投資家のリスク回避姿勢の強まりなどを背景に、アジア各国の通貨は総じて対円で下落
しました。
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5

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

円／シンガポールドルの推移
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（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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6

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

（2015年２月17日～2015年８月17日）当ファンドのポートフォリオ
（当ファンド）
　投資対象先である、「日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券および「オー
ストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券、「アジア・ハイディビデンド・エクイティ・
ファンド クラスＡ」受益証券への投資を通じて、日本、オセアニア地域、アジアの株式に投資を行な
い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないました。
　各受益証券の期間初めの組入比率は、資産配分の割合の大きい順に「日本ハイインカム株式ファンド
（適格機関投資家向け）」受益証券、「アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスＡ」受
益証券、「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券としましたが、期間中に一部
資産配分の変更を行ないました。主要な貿易相手国である中国への輸出の低迷が株式市場の重しとなっ
ていることから、「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券への配分を引き下げ、
他の２つの受益証券への配分を相応に引き上げました。その結果、期間末時点では、資産配分の割合の
大きい順に「日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券、「アジア・ハイディビ
デンド・エクイティ・ファンド�クラスＡ」受益証券、「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家
向け）」受益証券としました。

（日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け））
　原則として「予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、キャッシュフローに注目し、安定的な
配当が期待できる企業を厳選して投資する」という投資方針に基づき、ポートフォリオを構築しました。
銘柄選定においては、配当利回りとキャッシュフローに注目したほか、業績見通し、財務内容、配当政
策などを重視しました。
　期間中に保有比率を高めに維持した投資対象としては、総合商社を中心とした「卸売業」、通信会社や
情報サービスなどの「情報・通信業」、「銀行業」のほか、「小売業」、「電気機器」といったセクターでし
た。
　個別銘柄では、「セイコーエプソン」、「三菱商事」、「チヨダ」などの買付けを行なう一方で、「ＤＣＭホー
ルディングス」、「イオンフィナンシャルサービス」、「伊藤忠テクノソリューションズ」などを売却し、
ポートフォリオの銘柄入替えを進めました。

（オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け））
　期間中、電気通信サービスセクターなどをオーバーウェイトとしたこと、エネルギーセクターをアン
ダーウェイトとしたこと、「Aristocrat�Leisure（レジャー関連）」などをオーバーウェイトとしたことな
どがファンドのパフォーマンスにプラスに寄与しました。一方、ヘルスケアセクターをアンダーウェイ
トとしたことや、「Seven�West�Media（メディア）」などをオーバーウェイトとしたことなどがファンド
のパフォーマンスにマイナスの影響となりました。

（アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスＡ）
　ポートフォリオの変更に際して、配当性向と配当の安定性を精査し銘柄の見直しを行なうとともに、
新しい投資アイディアを取り入れることを検討しました。また、中長期的な配当利回りの面で魅力が高
く、かつ株価の成長が期待できると判断した銘柄の組入れを行ないました。
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7

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

　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。
　以下のグラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2015年２月17日～2015年８月17日）

基準価額

第33期
2015/５/15

第32期
2015/４/15

第31期
2015/３/16

第34期
2015/６/15

第35期
2015/７/15

第36期
2015/８/17

6.0

（％）
8.0

4.0

2.0

0.0

－2.0

－4.0

基準価額（期別騰落率）

（注）� �基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

　期間の初めは、香港や台湾、韓国における金融セクター内での個別銘柄選択や、上海・香港の株式相
互取引制度に着眼した個別銘柄選択などが功を奏しました。主な投資行動としては、香港株式でのIPO
（新規株式公開）への参加や香港の鉄道に関連する銘柄の入替えを行なったほか、韓国株式でも一部銘柄
の入替えを行ないました。
　期間の半ばは、株価指数が上昇した中国の投資国比率が高かったことなど投資国の選択が功を奏した
ことや、堅調な株価推移をした台湾株式の銘柄を保有していたなどの個別銘柄選択が功を奏しました。
その一方で、インド株式において値動きの振るわなかった銘柄を保有していたことなどは、功を奏しま
せんでした。主な投資行動としては、シンガポール株式において一部の銘柄を入れ替えたほか、インド
株式においても一部の銘柄を入れ替えました。
　期間末にかけては、台湾株式の銘柄選択が不振だったことや、為替市場ではアジア各国の通貨が対円
で概して下落したことが、ファンドのリターンにマイナスの影響となりました。主な投資行動としては、
香港株式やインド株式などで一部の銘柄の入替えを行ないました。
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8

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

（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。

項　　　目
第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

2015年２月17日
～2015年３月16日

2015年３月17日
～2015年４月15日

2015年４月16日
～2015年５月15日

2015年５月16日
～2015年６月15日

2015年６月16日
～2015年７月15日

2015年７月16日
～2015年８月17日

当期分配金 150 150 150 150 200 200
（対基準価額比率） 0.925% 0.885% 0.887% 0.879% 1.207% 1.248%
当期の収益 150 150 126 150 23 22
当期の収益以外 ― ― 23 ― 176 177

翌期繰越分配対象額 6,067 6,792 6,770 6,908 6,711 6,533

（単位：円、１万口当たり、税込み）

分配金

今後の運用方針

（2015年２月17日～2015年８月17日）

　第31期～第36期における分配金は、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。

（当ファンド）
　引き続き、投資対象先である、「日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券お
よび「オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券、「アジア・ハイディビデンド・
エクイティ・ファンド�クラスＡ」受益証券への投資を通じて、日本、オセアニア地域、アジアの株式に
投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なう方針です。各
受益証券の組入比率は、経済環境や市場のリスク水準などを勘案して決定する方針です。

（日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け））
　配当利回りと配当の安定性に注目した投資方針を維持する方針です。企業訪問を中心とした調査活動
によって、企業の競争力、今後の業績動向、株主還元に対する経営の姿勢などを精査することで、中期
的に安定した配当を維持することが可能な企業を選別していきます。投資対象としては、中期的に見た
業績拡大と安定した配当が見込まれる「情報・通信業」、「卸売業」、「電気機器」、「銀行業」、「小売業」
などに注目した運用を継続する方針です。また、日本企業は、円高の修正や国内景況感の改善に加え、
構造改革を進めた効果などによって増益基調が続く可能性が高く、財務内容の改善も進んでいることか
ら、資本効率を高めるために余剰資金を配当などの株主還元に振り向ける企業が増えることが想定され
ます。今後の利益成長と増配基調が見込まれ、配当利回りの面でさらに魅力が高まるとみられる企業を
選別して投資を行なう方針です。
　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。

○分配原資の内訳
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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

お知らせ
　2015年２月17日から2015年８月17日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

　当ファンドについて、2015年５月16日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました。
①�当ファンドについて、受益者の利便性を高めるため、一部解約金の支払日を「解約請求日から起算し
て８営業日目」から「解約請求日から起算して７営業日目」へ短縮しました。

②�当ファンドについて、取得申込時および一部解約時における受益者の利便性を高めるため、「取得申込
日が香港証券取引所の休業日に該当する場合」および「取得申込日の翌営業日が香港証券取引所の休
業日に該当する場合」は受益権の取得申込に応じないこととする規定、ならびに「一部解約の実行の
請求日が香港証券取引所の休業日に該当する場合」および「一部解約の実行の請求日の翌営業日が香
港証券取引所の休業日に該当する場合」は受益権の一部解約に応じないこととする規定を削除いたし
ました。（第12条、第35条、第38条）

（オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け））
　ボトムアップ手法を用いて投資対象銘柄の本質的価値を見極め、中期的な収益サイクルをベースに割
安と評価される銘柄への投資を行なう方針です。また、トータルリターンの最大化をめざしつつも、配
当利回りとトータルリターンが高いと判断される銘柄の選定を重視することを検討します。セクター別
では、生活必需品、電気通信サービス、素材などのセクターに対して強気姿勢とする方針です。
　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。

（アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスＡ）
　投資国の選択については、段階的かつ緩やかな自国通貨安への政策なども考慮した強い輸出競争力
や、経済構造改革などを背景とした経済成長が期待できる国への投資を検討します。個別銘柄選択につ
いては、配当利回りの高さと持続的に安定した配当が期待できる点に注目した投資方針を維持します。
引き続き、企業業績や財務体質の成長性、グローバルな競争力、余剰資金を配当などの株主還元に振り
向けるなどの資本効率の向上、株価指標の割安性などを重視したボトムアップアプローチを中心に進め
る方針です。
　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。

　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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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2012年８月23日から2022年８月15日までです。

運 用 方 針

主として、相対的に配当利回りが高く、中長期的に増配や値上がりの期待できる日本、アジア、オセアニア
各国の株式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中長期的な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

｢日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券
｢オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券
｢アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド	クラスＡ」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、相対的に配当利回りが高く、中長期的に増配や値上がりの期待できるパン・アジア（日本、アジ
ア、オセアニア）の株式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中長期
的な信託財産の成長をめざします。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。

分 配 方 針 第１計算期から第２計算期までは収益分配を行ないません。第３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。

当ファンドの概要
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11

パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

（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

（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）� �2010年８月から2015年７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。なお、当ファン

ドは2013年８月以降の年間騰落率を用いております。
（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。

※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

（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。

《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�－�ボンド・パフォーマンス・インデックス国債
先進国債：シティ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）

（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 40.4 65.0 65.7 47.4 4.5 34.9 43.7
最小値 1.5 △17.0 △13.6 △22.8 0.4 △12.7 △10.1
平均値 21.1 14.9 20.1 10.6 2.4 9.3 8.5

－40

－20

0

40

20

60

80

100

当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 新興国債先進国債

（2010年８月末～2015年７月末）

最小値最大値 平均値

（％）

最小値（当ファンド）最大値（当ファンド）
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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

○組入上位ファンド

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

銘　柄　名 第36期末
％

日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け） 45.3
アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド	クラスＡ 43.1
オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け） 10.0

組入銘柄数 3銘柄

項　　　　　目
第31期末 第32期末 第33期末 第34期末 第35期末 第36期末

2015年３月16日 2015年４月15日 2015年５月15日 2015年６月15日 2015年７月15日 2015年８月17日
純 資 産 総 額 82,552,473円 91,205,429円 92,290,889円 93,569,859円 86,430,726円 83,742,971円
受 益 権 総 口 数 51,386,325口 54,314,137口 55,032,098口 55,338,567口 52,787,189口 52,916,900口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 16,065円 16,792円 16,770円 16,909円 16,373円 15,825円

（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。

（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）当作成期間（第31期～第36期）中における追加設定元本額は5,182,570円、同解約元本額は3,472,888円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容

純資産等

（2015年８月17日現在）

国内投資信託受益証券
98.3％

その他
1.7％

円
98.3％

その他
1.7％

その他
1.7％

日本
55.3％

ルクセンブルグ
43.1％
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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要
日本ハイインカム株式ファンド（適格機関投資家向け）

（2014年10月11日～2015年４月10日）
【１万口当たりの費用明細】

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

親投資信託受益証券
99.6％

その他
0.4％

（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）	 	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。

円
99.6％

その他
0.4％

日本
99.6％

その他
0.4％

【基準価額の推移】
（円）

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

2014/10/10 2014/11 2014/12 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4/10

（2015年４月10日現在）【組入上位ファンド】

銘　柄　名 第40期末
％

日本ハイインカム株式マザーファンド 99.6
組入銘柄数 1銘柄

（2014年10月11日～2015年４月10日）

（注）	上記項目の概要につきましては、運用報告書（全体版）をご参照
ください。

（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）	売買委託手数料およびその他費用は、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。

項　　　目 第35期～第40期
金　額 比　率

（a）信 託 報 酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）
（受 託 会 社）

44
（32
（	 8
（	 4

円

）
）
）

0.237
（0.173
（0.043
（0.021

％

）
）
）

（b）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）

16
（15
（	 1
）
）

0.086
（0.081
（0.005

）
）

（c）そ の 他 費 用
（監 査 費 用）
（印 刷 費 用）

12
（	 0
（12
）
）

0.064
（0.002
（0.062

）
）

合　　　計 72 0.387
作成期間の平均基準価額は、18,751円です。
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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

＜ご参考＞ 日本ハイインカム株式マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 キヤノン　　　　　　　　　　　　　　　　 電気機器 円 日本 2.4	
2 トヨタ自動車　　　　　　　　　　　　　　 輸送用機器 円 日本 2.3	
3 日産自動車　　　　　　　　　　　　　　　 輸送用機器 円 日本 2.3	
4 アサヒホールディングス　　　　　　　　　 非鉄金属 円 日本 2.2	
5 電気化学工業　　　　　　　　　　　　　　 化学 円 日本 2.2	
6 因幡電機産業　　　　　　　　　　　　　　 卸売業 円 日本 2.2	
7 稲畑産業　　　　　　　　　　　　　　　　 卸売業 円 日本 2.2	
8 ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 2.2	
9 三井住友フィナンシャルグループ　　　　　 銀行業 円 日本 2.2	
10 ローソン　　　　　　　　　　　　　　　　 小売業 円 日本 2.2	

組入銘柄数 52銘柄

（2015年４月10日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10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。

（2014年４月11日～2015年４月10日）
【１万口当たりの費用明細】

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

国内株式
92.6％

国内投資証券
4.2％

その他
3.2％

（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。
※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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（2014年４月11日～2015年４月10日）

項　　　目 当　期
金　額 比　率

（a）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）

25
（24
（	 1

円

）
）

0.147
（0.142
（0.005

％

）
）

合　　　計 25 0.147
期中の平均基準価額は、16,896円です。

（注）	 	上記項目の概要につきましては、運用報告書（全体版）をご参照
ください。

（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）	 	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）を期中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。
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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

アジア・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド クラスＡ

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 DBS	Group	Holdings	Ltd. 銀行 シンガポールドル シンガポール 3.7
2 Samsung	Electronics	Co.	Ltd. 半導体 韓国ウォン 韓国 3.6
3 Taiwan	Semiconductor	Manufacturing	Co.	Ltd. 半導体 台湾ドル 台湾 3.6
4 Industrial	＆	Commercial	Bank	of	China	Ltd.	Class	H 銀行 香港ドル 中国 3.5
5 PICC	Property	＆	Casualty	Co.	Ltd.	Class	H 保険 香港ドル 中国 3.5
6 China	Mobile	Ltd. 通信 香港ドル 香港 3.4
7 China	Merchants	Bank	Co.	Ltd.	Class	H 銀行 香港ドル 中国 3.3
8 ICICI	Bank	Ltd.,	Expires	08/21/2018 ワラント アメリカドル アイルランド 2.9
9 CSR	Corp.	Ltd.	Class	H 機械	－	総合 香港ドル 中国 2.8
10 China	Pacific	Insurance	Group	Co.	Ltd.	Class	H 保険 香港ドル 中国 2.8

組入銘柄数 50銘柄

（2014年１月１日～2014年12月31日）

（2014年12月31日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

【１万口当たりの費用明細】

　該当期間の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。

（円）
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（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】 【国別配分】 【通貨別配分】

（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。

株式
89.0％
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4.2％

ワラント
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その他
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37.0％

台湾ドル
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13.7％
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10.4％
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6.8％

インドネシアルピア
3.4％

マレーシアリンギット
3.0％

台湾
17.4％

中国
21.3％

インドネシア
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韓国
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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要
オーストラリア株式ファンド（適格機関投資家向け）

（2015年２月17日～2015年８月17日）
【１万口当たりの費用明細】

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

親投資信託受益証券
99.5％

その他
0.5％

（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。

円
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0.5％

日本
99.5％

その他
0.5％

【基準価額の推移】
（円）

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

19,500

20,000

20,500

21,000

2015/2/16 2015/3 2015/4 2015/5 2015/6 2015/7 2015/8/17

（注）	 	上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。

（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）	 	売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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。

項　　　目 第39期～第44期
金　額 比　率

（a）信 託 報 酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）
（受 託 会 社）

69
（63
（―
（	 6

円

）
）
）

0.355
（0.323
（―

（0.033

％

）
）
）

（b）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）

14
（12
（	 2

）
）

0.070
（0.060
（0.010

）
）

（c）有 価 証 券 取 引 税
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）

1
（	 1
（	 0

）
）

0.007
（0.006
（0.001

）
）

（d）そ の 他 費 用
（保 管 費 用）
（監 査 費 用）
（印 刷 費 用）

43
（33
（	 0
（	 9

）
）
）

0.223
（0.173
（0.002
（0.048

）
）
）

合　　　計 127 0.655
作成期間の平均基準価額は、19,276円です。

（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。

（2015年８月17日現在）
【組入上位ファンド】

銘　柄　名 第44期末
％

オーストラリア株式マザーファンド 99.5
組入銘柄数 1銘柄

（2015年２月17日～2015年８月17日）
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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

＜ご参考＞ オーストラリア株式マザーファンド

（2014年８月16日～2015年８月17日）

（2015年８月17日現在）
【組入上位10銘柄】

【１万口当たりの費用明細】

（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】 【国別配分】 【通貨別配分】

外国株式
88.3％

その他
1.5％

外国投資証券
10.1％

（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。
※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。

オーストラリアドル
98.5%

その他
1.5％

ニュージーランド
3.9％

その他
1.5％

オーストラリア
89.5％

ジャージー
1.7％アイルランド

3.3％

（2014年８月16日～2015年８月17日）
【基準価額の推移】

（円）
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銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 WOOLWORTHS	LTD 食品・生活必需品小売り オーストラリアドル オーストラリア 8.6	
2 AUST	AND	NZ	BANKING	GROUP 銀行 オーストラリアドル オーストラリア 7.4	
3 TELSTRA	CORPORATION	LTD 電気通信サービス オーストラリアドル オーストラリア 7.0	
4 NATIONAL	AUSTRALIA	BANK	LTD 銀行 オーストラリアドル オーストラリア 6.3	
5 COMMONWEALTH	BANK	OF	AUSTRAL 銀行 オーストラリアドル オーストラリア 5.8	
6 WESTPAC	BANKING	CORP 銀行 オーストラリアドル オーストラリア 4.8	
7 WESFARMERS	LTD 食品・生活必需品小売り オーストラリアドル オーストラリア 4.0	
8 INSURANCE	AUSTRALIA	GROUP 保険 オーストラリアドル オーストラリア 3.9	
9 BHP	BILLITON	LTD 素材 オーストラリアドル オーストラリア 3.8	
10 STOCKLAND 投資証券 オーストラリアドル オーストラリア 3.7	

組入銘柄数 40銘柄

（注）	 	上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。

（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）	 	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）を期中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。

項　　　目 当　期
金　額 比　率

（a）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）

44
（38
（	 6

円

）
）

0.254
（0.217
（0.037

％

）
）

（b）有 価 証 券 取 引 税
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）

5	
（	 4
（	 1
）
）

0.025		
（0.022
（0.004

）
）

（c）そ の 他 費 用
（保 管 費 用）

58		
（58）

0.331
（0.331）

合　　　計 107 0.610
期中の平均基準価額は、17,487円です。
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パン・アジア高配当株式ファンド（毎月分配型）

　○東証株価指数（TOPIX、配当込）
　�当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄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、東京証券取引所に帰属します。

　○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）
　�当指数は、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）
　�当指数は、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 － ボンド・パフォーマンス・インデックス国債
　�当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数
です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

　○シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
　�当指数は、Citigroup�Index�LLCが開発した、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、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup�Index�
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）
　�当指数は、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。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
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