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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。

＜642347＞

第106期末（2023年３月14日）
基 準 価 額 8,444円
純 資 産 総 額 1,404百万円

第101期　～　第106期
騰 落 率 △17.2％
分配金（税込み）合計 360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、「ノーロード・インド株式フォーカス
（毎月分配型）」は、2023年３月14日に第106
期の決算を行ないました。
　当ファンドは、主に、インドの企業が発行する
株式を投資対象とする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101期（決算日2022年10月14日）　第102期（決算日2022年11月14日）　第103期（決算日2022年12月14日）
第104期（決算日2023年１月16日）　第105期（決算日2023年２月14日）　第106期（決算日2023年３月14日）

作成対象期間（2022年９月15日～2023年３月14日）

ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）
追加型投信／海外／株式

当ファンドは、2023年６月15日付で信託期間を５年更新し「2029年３月14日まで」に変更予定です。

お 知 ら せ
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ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

第101期首： 10,600円
第106期末： 8,444円（既払分配金（税込み）：360円）
騰 落 率： △17.2％（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９月14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、インドの企業が発行する株式を投資対象とする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。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＞
・フェデラル銀行やＨＤＦＣ銀行などの民間銀行の投資比率を高めとしていたこと。
・サン・ファーマシューティカルやゼンサー・テクノロジーズの投資比率を高めとしていたこと。
・アダニ・グリーン・エナジーやアダニ・トランスミッションの投資比率を低めとしていたこと。

作成期間中の基準価額等の推移 （2022年９月15日～2023年３月14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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運用経過
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ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

＜値下がり要因＞
・HDFC Limited、ラーセン＆トゥブロ、ITC Limitedの投資比率を低めとしていたこと。
・グランド・ファーマ、クロンプトン・グリーブス・コンシューマーなどボトムアップで選択した一部

銘柄の投資比率を高めとしていたこと。

項 目
第101期～第106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）

51

（ 9）

（41）

（ 2）

0.545

（0.093）

（0.436）

（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）

5

（ 0）

（ 4）

0.050

（0.002）

（0.048）

（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 56 0.595

作成期間の平均基準価額は、9,420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。

１万口当たりの費用明細 （2022年９月15日～2023年３月14日）
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ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

(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1.87％です。

� （単位：％）

経費率(①＋②) 1.87
①当ファンドの費用の比率 1.20

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.67

（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。

当ファンド
1.20％

運用管理費用
（販売会社）
0.88％

運用管理費用
（投信会社）
0.19％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

経費率
1.87％

その他費用
0.10％

運用管理費用
0.67％

投資先
ファンド
0.67％
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ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

（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３月14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３月14日
決算日

2019年３月14日
決算日

2020年３月16日
決算日

2021年３月15日
決算日

2022年３月14日
決算日

2023年３月14日
決算日

基準価額 （円） 9,482 8,041 6,088 8,648 8,796 8,444
期間分配金合計（税込み） （円） ― 1,200 960 720 720 720
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― △2.4 △13.9 57.7 9.9 3.7
純資産総額 （百万円） 1,295 1,104 776 1,040 1,218 1,404

（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。

最近５年間の基準価額等の推移 （2018年３月14日～2023年３月14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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ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

（株式市況）
　インド株式市場は、期間の前半は世界の他の市場に比べて概して底堅さを維持したものの、期間末に
かけては、インフレの高まり、世界経済の成長鈍化、空売り手法で知られる投資会社によるインドの大
手コングロマリットに関するレポートの発表を受けて、軟調な展開となりました。
　世界の株式市場は、ロシアとウクライナによる紛争の激化や高水準のインフレ、そして経済成長の鈍
化から打撃を受けました。期間の後半にかけて中国の経済が再開されたことを受けて、中国市場は底堅
く推移しました。
　インド準備銀行（ＲＢＩ、中央銀行）は、インフレに対処するために2022年５月の臨時会合で利上
げに着手し、経済成長を下支えしつつインフレを確実に目標レンジ内に維持するために、金融緩和の縮
小を継続しています。
　2023年２月に、インドの財務省は国家予算案を発表しました。予算案は、公共設備投資の大幅な拡
大や財政再建の継続的な道のりを通して成長を促進する内容となりました。予算案では、財政再建（財
政赤字を国内総生産（ＧＤＰ）比5.9％とすること）や総選挙の前年にポピュリズム（大衆迎合）的な
政策を回避すること、設備投資を引き続き重視すること、の主に３つの計画が強調されました。設備投
資を重視した歳出へのシフト（名目ＧＤＰや歳出総額の伸びが前年比10.5％、7.5％）は、インフラや
資本財・サービスセクターにとってポジティブなものとなっています。全体として、予算案で主に予想
外だった点は、直接所得税の改革への注力でした。税制改革では、住宅手当（ＨＲＡ）の税額控除や節
税投資商品（ＥＬＳＳ、ＵＬＩＰｓ）を含め、様々な免税や控除に重点が置かれました。効果的な課税
の引き下げが消費を押し上げるとみられます。

（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－0.03％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、－0.03％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－0.12％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、－0.23％近辺で期間末を迎えました。

（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。

投資環境 （2022年９月15日～2023年３月14日）

1.2
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1.8

2.0

2.2
（円）
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円／インドルピーの推移
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ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

（当ファンド）
　当ファンドでは、収益性を追求するため、「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラス
Ａ」投資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。

（Nikko�Asset�Management�(Mauritius)�Ltd�クラスＡ）
　当ファンドでは、金融セクターのほか、ヘルスケア、不動産、一般消費財・サービスセクターの投資
比率を高めとする一方、エネルギーや生活必需品セクターの投資比率を低めとしました。
　ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を重視したボトムアップの銘柄選択によって、業績の伸び
が相対的に高く勢いがあり、バリュエーション（株価評価）が妥当な水準にある銘柄に投資を行ないま
した。

（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101期 第102期 第103期 第104期 第105期 第106期

2022年９月15日
～2022年10月14日

2022年10月15日
～2022年11月14日

2022年11月15日
～2022年12月14日

2022年12月15日
～2023年１月16日

2023年１月17日
～2023年２月14日

2023年２月15日
～2023年３月14日

当期分配金 60 60 60 60 60 60
（対基準価額比率） 0.600％ 0.599％ 0.625％ 0.676％ 0.684％ 0.706％
当期の収益 ― 17 31 ― 11 11
当期の収益以外 60 42 28 60 48 48

翌期繰越分配対象額 4,056 4,014 3,986 3,926 3,878 3,831
（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。

当ファンドのポートフォリオ （2022年９月15日～2023年３月14日）

当ファンドのベンチマークとの差異 （2022年９月15日～2023年３月14日）

分配金 （2022年９月15日～2023年３月14日）
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ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

（当ファンド）
　引き続き、原則として「Nikko Asset Management (Mauritius)Ltd クラスＡ」投資証券を高位に
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する方針です。

（Nikko�Asset�Management�(Mauritius)�Ltd�クラスＡ）
　世界の金融環境は再び引き締められるとみられており、経済活動はかなりの逆風に晒されることが見
込まれます。全体として、中国の経済が予想以上に早期に再開されたことを考慮すると、米国の最近の
インフレ指標が良好なものとなっていることや、欧州連合（ＥＵ）で懸念されていたよりも暖冬となっ
たことなどから、以前の予想よりも「緩やかな」景気後退となる可能性が高まっています。当ファンド
では、経済成長は鈍化すると予想していますが、世界の経済成長が急速に鈍化するとはみていません。
　インドの中期的な景気サイクルは引き続き順調であり、その要因として、ａ）力強い構造改革のペー
ス（ＧＳＴ（物品サービス税）、破産法、補助金の減額、「アドハー（国民識別番号制度）・カード」
に基づくＩＤ、不動産規制）や、ｂ）企業のバランスシートの改善、ｃ）設備稼働率の向上などがあり
ます。より長期的な観点では、足元のボラティリティ（変動性）が高まっている局面は、インドのクオ
リティーの高い企業の銘柄を購入する好機と言えます。
　2022年10－12月期のＧＤＰはＲＢＩの予想に沿ったものとなり、次の政策決定に影響を及ぼす可
能性は低いとみられます。2023年１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率が予想を上回ったことを受
けて、４月の金融政策会合で利上げが実施される可能性があります。会合は、次の措置を決定する前に
これまでに実施してきた累積的な利上げの影響を評価することを重要視するとみられることから、当
ファンドでは４月は金融政策が据え置かれるとの見方を維持しています。今後数四半期の間に経済成長
やインフレが鈍化する可能性があることから、金融政策の据え置きが続くとともに、10月から利下げ
サイクルが開始されるとみています。
　短期的には、金利の上昇や経済成長の鈍化がポートフォリオの動向に影響を及ぼすとみられることか
ら、当ファンドでは市場に対して慎重な姿勢を維持しています。フリーキャッシュフローが潤沢で、負
債比率が低く、資本利益率が高い企業に注目しています。現在は、民間の大手銀行を通じた金融、自動
車を通じた一般消費財・サービス、コミュニケーションサービスなどのセクターのウェイトを高めにし
ています。また、バリュエーションを考慮して生活必需品セクターの投資比率を低めに維持しています。
　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。

　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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ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

お知らせ
　2022年９月15日から2023年３月14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／海外／株式
信 託 期 間 2014年５月16日から2024年３月14日までです。

運 用 方 針

主として、インド企業が発行する株式（預託証書を含みます。）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、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
「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスＡ」投資証券
「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、インド企業が発行する株式（預託証書を含みます。）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、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。原則として、対円での為替ヘッジは行ないません。

分 配 方 針
第１計算期から第３計算期までは収益分配を行ないません。第４計算期以降、毎決算時、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。ただし、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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ノーロード・インド株式フォーカス（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

（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 81.0 42.1 59.8 62.7 5.4 7.9 15.7
最小値 △27.5 △16.0 △12.4 △19.4 △5.5 △6.1 △ 9.4
平均値 12.3 6.1 14.4 6.2 △0.3 2.8 1.6

（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３月から2023年２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ＪＰ
Ｘ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、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、その知的財産権
は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティ
ング株式会社は、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。

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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（2018年３月末～2023年２月末）
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○組入上位ファンド
銘　柄　名 第106期末

％
Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスＡ 96.0
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。

（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）国内投資証券には外国籍（邦貨建）の投資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101期末 第102期末 第103期末 第104期末 第105期末 第106期末

2022年10月14日 2022年11月14日 2022年12月14日 2023年１月16日 2023年２月14日 2023年３月14日
純 資 産 総 額 1,436,819,439円 1,465,328,663円 1,426,308,404円 1,381,395,227円 1,407,765,245円 1,404,011,596円
受 益 権 総 口 数 1,445,935,772口 1,472,656,774口 1,495,081,634口 1,566,248,076口 1,614,997,178口 1,662,645,753口
１万口当たり基準価額 9,937円 9,950円 9,540円 8,820円 8,717円 8,444円

（注）当作成期間（第101期～第106期）中における追加設定元本額は368,201,343円、同解約元本額は144,955,451円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2023年３月14日現在）

国内投資証券
96.0％

国内投資証券
96.0％

親投資信託受益証券
0.1％

○資産別配分
その他
3.8％

モーリシャス
96.0％

モーリシャス
96.0％

日本
0.1％

○国別配分
その他
3.8％

円
96.2％
円

96.2％

○通貨別配分
その他
3.8％

純資産等
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組入上位ファンドの概要
Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスＡ

【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４月１日～2022年３月31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。

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2021/５/31 2021/７/31 2021/９/30 2021/11/30 2022/１/31

（円） （2021年４月１日～2022年３月31日）

【組入上位10銘柄】
（2022年３月31日現在）

銘　柄　名 業種／種別等 通貨  国（地域） 比率
％

1 Reliance Industries Ltd 多角化企業 インドルピー インド 8.8
2 Infosys Technology 電子機器 インドルピー インド 7.2
3 ICICI Bank 銀行 インドルピー インド 6.5
4 Sun Pharmaceuticals Inds Ltd 医薬品 インドルピー インド 5.6
5 Bharti Airtel Limited その他 インドルピー インド 5.0
6 HDFC Bank 銀行 インドルピー インド 4.2
7 Mphasis BFL Limited 電子機器 インドルピー インド 3.3
8 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd エネルギー インドルピー インド 2.8
9 CreditAccess Grameen 金融 インドルピー インド 2.4

10 L&T Infotech Ltd エンジニアリング／情報技術 インドルピー インド 2.3
組入銘柄数 43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。

外国株式
92.5%

その他
7.5%

【資産別配分】

インドルピー
92.5%

その他
7.5%

【通貨別配分】

インド
92.5%

その他
7.5%

【国別配分】
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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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