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●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。

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。

当運用報告書に関するお問い合わせ先

○�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。

第３期末（2016年４月８日）
基 準 価 額 11,836円
純 資 産 総 額 6,455百万円

第３期
騰 落 率 1.6％
分配金（税込み）合計 ０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、「スマート・ファイブ（１年決算型）」
は、2016年４月８日に第３期の決算を行ない
ました。
　�当ファンドは、主として、日本を含む世界の
債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投
資を行なう投資信託証券に投資を行ない、イン
カム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
第３期（決算日2016年４月８日）

作成対象期間（2015年４月９日～2016年４月８日）

スマート・ファイブ（１年決算型）
追加型投信／内外／資産複合
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スマート・ファイブ（１年決算型）

期 首 ：11,649円
期 末 ：11,836円（既払分配金（税込み）：０円）
騰 落 率 ： 1.6％（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、期首（2015年４月８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、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行な
う５つの投資信託証券に投資を行ない、インカム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。また、各資産の基準価額への影響度合いが、５資産の間で概ね均等になるよう
な資産配分戦略（スマート・ファイブ戦略）を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑え
ることをめざしています。期間末における各資産の組入比率および当作成期における投資対象先ファン
ドの騰落率は以下の通りです。

資産 投資対象先ファンド 組入比率 騰落率
日本国債 日本超長期国債マザーファンド 48.8％ 18.4％
高金利海外債券 高利回りソブリン債券インデックスファンド 12.7％ △12.6％
グローバル高配当株式 グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス 12.1％ △14.2％
グローバルＲＥＩＴ グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け） 10.2％ △8.1％
金 ゴールド・マザーファンド 9.2％ △7.8％

期中の基準価額等の推移 （2015年４月９日～2016年４月８日）
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スマート・ファイブ（１年決算型）

＜値上がり要因＞
・ 「日本超長期国債マザーファンド」の基準価額の値上がり。
＜値下がり要因＞
・ 「高利回りソブリン債券インデックスファンド」、「グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファ

ンド アンヘッジド・クラス」、「グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向
け）」、「ゴールド・マザーファンド」の基準価額の値下がり。

項 目
当　　　　期

項　目　の　概　要
金 額 比 率

円 ％
（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

123

（ 44）

（ 74）

（  5）

1.080

（0.389）

（0.648）

（0.043）

（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×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）売買委託手数料

（投資信託証券）

1

（  1）

0.009

（0.009）

（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の
平均受益権口数

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介
人に支払う手数料

（c）有価証券取引税

（投資信託証券）

0

（  0）

0.000

（0.000）

（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の
平均受益権口数

有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取
引に関する税金

（d）その他費用

（保管費用）

（監査費用）

（印刷費用）

5

（  0）

（  1）

（  4）

0.044

（0.002）

（0.005）

（0.037）

（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益
権口数

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券
等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
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 129 1.133

期中の平均基準価額は、11,413円です。
（注）期中の費用（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）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。
（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４月９日～2016年４月８日）
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スマート・ファイブ（１年決算型）

（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2013年７月16日です。

2013年７月16日
設定日

2014年４月８日
決算日

2015年４月８日
決算日

2016年４月８日
決算日

基準価額 （円） 10,000 10,618 11,649 11,836
期間分配金合計（税込み） （円） ― 0 0 0
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 6.2 9.7 1.6
純資産総額 （百万円） 200 2,888 6,073 6,455

（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、2014年４月８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 （2011年４月８日～2016年４月８日）
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スマート・ファイブ（１年決算型）

（市況）
　日本国債市場では、2015年６月前半まで、欧米債券市場の下落や為替の円安が重しとなり債券価格
は下落しました。６月中旬から10月にかけては、世界的な株式市場の下落や日銀による長期国債の買
入れオペを背景に日本の債券価格は上昇しました。その後11月は横ばいでしたが、12月以降、世界的
な株式市場の下落や2016年１月末の日銀によるマイナス金利政策の導入により債券価格はさらに上昇
する展開となりました。３月はもみ合う展開となりました。
　高金利海外債券市場では、先進国の債券価格は、2015年４月中旬から６月まで米国の早期利上げ観
測を背景に下落した後、７月から９月にかけて、世界株式市場の下落や米国の利上げ見送りを受けて反
発しました。その後、年末にかけてもみ合った後、2016年１月以降は、世界同時株安や日銀のマイナ
ス金利政策を背景に再び上昇しました。新興国の債券価格は、2015年９月までは、ギリシャの債務問
題や世界の株式市場の動向に左右され一進一退の展開が続きました。10月以降は、12月前半に一時下
落する局面がありましたが、中国の追加利下げやユーロ圏での追加金融緩和期待を背景に上昇基調とな
りました。
　グローバル高配当株式市場では、2015年８月中旬までは、ギリシャの債務問題や世界の金融当局の
動向および国際商品市況の影響を受けて、株価は一進一退で推移しました。その後、８月後半の中国株
安をきっかけに株価は急落しましたが、10月に入り、米国の早期利上げ観測の後退や日本や欧州での
追加金融緩和期待から株価は反発しました。その後、年末にかけてもみ合った後、2016年１月に入り
中国の景気指標の悪化や原油価格の下落などを背景に株価は急落しましたが、２月中旬以降、先進国の
金融政策などを受けて反発しました。
　グローバルＲＥＩＴ市場では、2015年６月にかけて、米国の弱めの景気指標や長期金利の上昇など
を背景にＲＥＩＴ価格は下落基調となりました。７月から８月中旬まで一旦反発しましたが、８月後半
の世界同時株安の局面ではＲＥＩＴ価格も急落しました。その後10月まで、米国での利上げ見送りや
オーストラリアの追加金融緩和観測を受けてＲＥＩＴ価格は上昇しましたが、2016年１月に入ると、
株式市場の急落を背景に再び下落しました。２月中旬以降は、原油価格や株式市場の好調を受けてＲＥ
ＩＴ価格は大きく上昇しました。
　金市場では、期間の初めは狭いレンジで推移した後、2015年７月にギリシャ情勢の進展などを受け
て下落しました。８月から10月にかけては、８月の世界株式市場の下落や９月の米国での利上げ見送
りを背景に金価格は上昇しました。その後はアメリカドル高などを背景に11月まで下落しましたが、
2016年１月に入り、世界同時株安や米国での追加利上げ観測の後退などを背景に金価格は上昇する展
開となりました。２月中旬以降は、アメリカドル相場や地政学的リスクなどの影響を受けて一進一退で
推移しました。

投資環境 （2015年４月９日～2016年４月８日）
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スマート・ファイブ（１年決算型）

（為替市況）
　期間中における主要通貨（対円）は、以下の推移となりました。

（当ファンド）
　スマート・ファイブ戦略に基づき、投資対象とする各資産の基準価額への影響度が均等となることを
めざして、毎月末の株式市場、債券市場、為替市場、ＲＥＩＴ市場、金市場のボラティリティ（価格変
動性）および相関関係の状況を勘案して配分比率を決定しました。配分比率は、日本国債が42％～
57％、他の４資産は概ね６％～17％の範囲で推移しました。
　当該期間における実績リスクへの各資産の寄与度（基準価額の変動率への影響度）は、高金利海外債
券が31％と高め、金が12％とやや低めとなり、寄与度がやや偏りました。ただし、スマート・ファイ
ブ設定時点（2013年７月）からの寄与度については、15％から25％の間にほぼ収まっており、ス
マート・ファイブ戦略は功を奏しました。
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当ファンドのポートフォリオ （2015年４月９日～2016年４月８日）
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スマート・ファイブ（１年決算型）

　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。
　グラフは、当ファンドの基準価額騰落率です。

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

　分配金は、基準価額水準、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３期

2015年４月９日
～2016年４月８日

当期分配金 ―
（対基準価額比率） ―％
当期の収益 ―
当期の収益以外 ―

翌期繰越分配対象額 1,836
（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。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2015年４月９日～2016年４月８日）

－0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

第３期
2016/４/８

（％）

基準価額

基準価額（期別騰落率）

分配金 （2015年４月９日～2016年４月８日）



7

スマート・ファイブ（１年決算型）

（当ファンド）
　引き続き、投資対象先ファンドを通じて、５つの資産へ分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成
長をめざします。各資産への配分については、スマート・ファイブ戦略に基づき、各資産のリスク水準
に加え、各資産間の相関性なども考慮して、各資産の基準価額の影響度が均等となることをめざして、
資産配分を決定する方針です。
　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。

　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。

今後の運用方針
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スマート・ファイブ（１年決算型）

お知らせ
　2015年４月９日から2016年４月８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。

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2013年７月16日から2028年４月10日までです。

運 用 方 針

主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券など
に投資を行なう投資信託証券（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、イン
カム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

「日本超長期国債マザーファンド」受益証券
「高利回りソブリン債券インデックスファンド」受益証券
「グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス」受益証券
「グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）」受益証券
「ゴールド・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

投資対象先ファンドを通じて、５つの資産へ分散投資を行ない、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。各資産への配分については、スマート・ファイブ戦略に基づき、各資産のリスク水準に加
え、各資産間の相関性なども考慮して、各資産の基準価額の影響度が均等となることをめざして、資産配分
を決定する方針です。

分 配 方 針
毎決算時に、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針
です。
なお、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

当ファンドの概要
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スマート・ファイブ（１年決算型）

（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

（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 12.7 65.0 65.7 47.4 6.1 34.9 43.7
最小値 △3.8 △17.0 △15.6 △27.4 0.4 △6.3 △17.4
平均値 5.6 16.2 19.8 7.3 2.4 10.4 6.2

（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）2011年４月から2016年３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2014年７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）

※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。
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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

（％） （2011年４月末～2016年３月末）
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○組入上位ファンド
銘　柄　名 第３期末

％
日本超長期国債マザーファンド 48.8
高利回りソブリン債券インデックスファンド 12.7
グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス 12.1
その他 19.5

組入銘柄数 ５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。

（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。

項　　　　　目
第３期末

2016年４月８日
純 資 産 総 額 6,455,621,277円
受 益 権 総 口 数 5,454,163,398口
１万口当たり基準価額 11,836円

（注）期中における追加設定元本額は2,204,213,171円、同解約元本額は1,964,189,298円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2016年４月８日現在）

国内投資信託
受益証券
35.0%

親投資信託
受益証券
58.1%

親投資信託
受益証券
58.1%

その他
6.9%

○資産別配分

日本
68.3%

ルクセンブルグ
12.7%

ケイマン諸島
12.1%

その他
6.9%

○国別配分

円
93.1%
円

93.1%

その他
6.9%

○通貨別配分

純資産等
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組入上位ファンドの概要
日本超長期国債マザーファンド

【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】
（2015年３月10日～2016年３月８日）

　該当事項はございません。

2015/4 2015/6 2015/8 2015/10 2015/12 2016/2
10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500
（円） （2015年３月10日～2016年３月８日）

【組入上位10銘柄】
（2016年３月８日現在）

銘　柄　名 業種／種別等 通貨  国（地域） 比率
％

1 第153回利付国債（20年） 国債証券 円 日本 19.0
2 第155回利付国債（20年） 国債証券 円 日本 18.3
3 第154回利付国債（20年） 国債証券 円 日本 11.8
4 第152回利付国債（20年） 国債証券 円 日本 7.8
5 第150回利付国債（20年） 国債証券 円 日本 5.2
6 第126回利付国債（５年） 国債証券 円 日本 5.2
7 第341回利付国債（10年） 国債証券 円 日本 5.1
8 第151回利付国債（20年） 国債証券 円 日本 5.0
9 第８回利付国債（40年） 国債証券 円 日本 4.4

10 第46回利付国債（30年） 国債証券 円 日本 3.7
組入銘柄数 17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。

（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）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
※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。

国内債券
99.7%
国内債券
99.7%

その他
0.3%

【資産別配分】

円
99.7%
円

99.7%

その他
0.3%

【通貨別配分】

日本
99.7%
日本
99.7%

その他
0.3%

【国別配分】
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高利回りソブリン債券インデックスファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 United Kingdom Gilt 6.00% due 12/07/28 国債 イギリスポンド イギリス 3.4
2 United Kingdom Gilt 4.25% due 12/07/55 国債 イギリスポンド イギリス 3.0
3 United Kingdom Gilt 8.75% due 08/25/17 国債 イギリスポンド イギリス 2.9
4 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.00% due 01/01/17 国債 ブラジルレアル ブラジル 2.7
5 United Kingdom Gilt 8.00% due 06/07/21 国債 イギリスポンド イギリス 2.6
6 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.00% due 01/01/16(1) 国債 ブラジルレアル ブラジル 2.2
7 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.00% due 07/01/16(1) 国債 ブラジルレアル ブラジル 2.0
8 Australia Government Bond 5.75% due 07/15/22 国債 オーストラリアドル オーストラリア 1.9
9 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0.00% due 01/01/17(1) 国債 ブラジルレアル ブラジル 1.9
10 United Kingdom Gilt 4.75% due 12/07/38 国債 イギリスポンド イギリス 1.8

組入銘柄数 133銘柄

（2014年12月31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１月１日～2014年12月31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】

国債
97.5%

その他
2.5%

（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。

ブラジル
レアル
20.2%

イギリス
ポンド
21.5%

南アフリカランド
4.4%

トルコリラ
8.8%

インドネシア
ルピア
10.0%

オーストラリアドル
17.6%

ロシア
ルーブル

15.1%

その他
2.5%

ブラジル
20.2%

イギリス
21.5%

南アフリカ
4.4%

トルコ
8.8%

インドネシア
10.0%

オーストラリア
17.6%

ロシア
15.1%

その他
2.5%

（円）

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

2014/３/６ 2014/５/６ 2014/７/６ 2014/９/６ 2014/11/６

（2014年１月１日～2014年12月31日）
　当該期間の１万口当たりの費用の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。
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【組入上位10銘柄】

組入上位ファンドの概要
日本株式インデックス２２５マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 ファーストリテイリング 小売業 円 日本 9.0
2 ファナック 電気機器 円 日本 4.2
3 ソフトバンクグループ 情報・通信業 円 日本 4.1
4 ＫＤＤＩ 情報・通信業 円 日本 3.6
5 京セラ 電気機器 円 日本 2.4
6 アステラス製薬 医薬品 円 日本 1.7
7 本田技研工業 輸送用機器 円 日本 1.7
8 ダイキン工業 機械 円 日本 1.6
9 日東電工 化学 円 日本 1.6
10 セコム サービス業 円 日本 1.6

組入銘柄数 226銘柄

（2015年10月26日現在）

【基準価額の推移】

（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10月28日～2015年10月26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
98.7％

国内株式先物
1.3％

その他
0.0％

（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。

その他
0.0％

円
100.0％

その他
0.0％

日本
100.0％
日本
100.0％

（円）
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2014/11 2015/1 2015/3 2015/5 2015/7 2015/9

（2014年10月28日～2015年10月26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）	 	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
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）

1
（1

円

）
0.004
（0.004

％

）
合　　　計 1 0.004
期中の平均基準価額は、16,993円です。

091_3524053632803.indd   1 2016/01/27   13:34:35010_3524053632803_940399.indd   15 2016/02/05   18:17:09
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グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Novartis AG 株式 スイスフラン スイス 5.2
2 Johnson & Johnson 株式 アメリカドル 米国 4.7
3 Merck & Co., Inc. 株式 アメリカドル 米国 4.0
4 Royal Dutch Shell PLC Class A 株式 イギリスポンド オランダ 2.9
5 Total S.A. 株式 ユーロ フランス 2.8
6 Altria Group, Inc. 株式 アメリカドル 米国 2.3
7 AbbVie, Inc. 株式 アメリカドル 米国 2.3
8 Toronto-Dominion Bank 株式 カナダドル カナダ 2.3
9 AstraZeneca PLC 株式 イギリスポンド 英国 2.2
10 Royal Dutch Shell PLC Class B 株式 イギリスポンド オランダ 2.1

組入銘柄数 95銘柄

（2014年12月31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１月１日～2014年12月31日）
【１万口当たりの費用明細】

　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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

株式
99.3％

その他
0.7％

（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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＜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＞
○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。




