
東京都港区赤坂九丁目７番１号
http://www.nikkoam.com/

●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。

欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
＜愛称 グラン・マルシェ＞

追加型投信／海外／債券

第45期末（2018年５月15日）
基 準 価 額 8,661円
純 資 産 総 額 1,806百万円

第40期　～　第45期
騰 落 率 △1.8％
分配金（税込み）合計 240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、「欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッ
ジなし）」は、2018年５月15日に第45期の決
算を行ないました。
　当ファンドは、主として、欧州企業が発行する
社債を主要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40期（決算日2017年12月15日）　第41期（決算日2018年１月15日）　第42期（決算日2018年２月15日）
第43期（決算日2018年３月15日）　第44期（決算日2018年４月16日）　第45期（決算日2018年５月15日）

作成対象期間（2017年11月16日～2018年５月15日）
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欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）＜愛称 グラン・マルシェ＞

第40期首： 9,058円
第45期末： 8,661円（既払分配金（税込み）：240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（2017年11月15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、欧州企業が発行する社債を主要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＞
・投資債券からのインカム収入を得たこと。
・発行体企業の好調な業績、格上げなどの組入れ社債にとってポジティブなイベントや、欧州中央銀行
（ＥＣＢ）の債券購入で利回りおよび信用スプレッド（利回り格差）への低下（債券価格は上昇）・
縮小圧力が掛かったことによりキャピタルゲインが得られたこと。

作成期間中の基準価額等の推移 （2017年11月16日～2018年５月15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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欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）＜愛称 グラン・マルシェ＞

＜値下がり要因＞
・一部の債券の信用スプレッドが拡大し、リターンにとってマイナスの影響となったこと。
・当期間に実施された多数の選挙や北朝鮮の脅威、貿易戦争のリスクなどにより地政学的リスクが台頭
したこと。
・市場のボラティリティ（変動性）が急上昇し、社債などのリスク資産に対するリスク回避姿勢が高
まったこと。
・ユーロとイギリスポンドが対円で下落したこと。

項 目
第40期～第45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）

45

（  7）

（36）

（  1）

0.498

（0.080）

（0.402）

（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）

（その他）

4

（  0）

（  4）

（  0）

0.049

（0.003）

（0.047）

（0.000）

（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

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合 計 49 0.547

作成期間の平均基準価額は、8,968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 （2017年11月16日～2018年５月15日）
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欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）＜愛称 グラン・マルシェ＞

（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）当ファンドの設定日は2014年８月19日です。

2014年８月19日
設定日

2015年５月15日
決算日

2016年５月16日
決算日

2017年５月15日
決算日

2018年５月15日
決算日

基準価額 （円） 10,000 10,049 8,530 8,627 8,661
期間分配金合計（税込み） （円） － 360 480 480 480
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 4.2 △10.6 7.3 6.0
純資産総額 （百万円） 729 4,353 2,052 1,151 1,806
（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、2015年５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 （2013年５月15日～2018年５月15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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欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）＜愛称 グラン・マルシェ＞

（欧州債券市況）
　投資環境に大きな影響を与えた要因は以下の通りです。
　ユーロ圏の2017年第４四半期、2018年第１四半期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率は前年同期比、
前期比ともにプラスとなりました。今後のＧＤＰ成長率の見通しも引き続き良好で、クレジットにとっ
て支援材料となりました。2018年４月に発表された最新の国際通貨基金（ＩＭＦ）の「世界経済見通
し」では、ユーロ圏の2018年のＧＤＰ成長率予想が上方修正されました。
　ＥＣＢは、2018年年初より月次債券購入額を600億ユーロから300億ユーロへ削減しました。１
月から３月下旬は、削減の大半が公的セクター債券購入プログラム（ＰＳＰＰ）で実施され、社債購入
プログラム（ＣＳＰＰ）への影響はほとんどありませんでした。４月に、ＥＣＢは予想外に社債購入
ペースを減速させましたが、2017年終盤以降、債券購入額が縮小されることについて十分に周知され
てきたこともあり、欧州のクレジット市場は大きく反応することもなく全体的に好調に推移しました。
　イングランド銀行（ＢＯＥ）は、マクロ経済指標が予想以上に減速していることや物価上昇ペースが
以前の想定よりも弱まると予想されたことを受けて、政策金利を据え置き、慎重なアプローチを取りま
した。
　政治的リスクについては、全体的に落ち着いた状況となりました。イタリアでは2018年３月に総選
挙が実施され、過半数を占める政党がない状態となりました。政権交代しても大きな構造改革は期待で
きないと受けとめられたことなどから、投票前および結果が発表された後もクレジット市場は大きく反
応しませんでした。ドイツでは、野党のドイツ社会民主党（ＳＰＤ）が今後も大連立を行なうことにつ
いて投票で合意し、政治的な混迷が落ち着きを見せました。

（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－0.05％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、－0.04％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－0.21％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、－0.13％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、右記の推移となりました。

投資環境 （2017年11月16日～2018年５月15日）
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欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）＜愛称 グラン・マルシェ＞

（当ファンド）
　当ファンドは、収益性を追求するため、「ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・
ファンド クラスＢ」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。

（ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ）
　マイナスのパフォーマンスとなりました。当ファンドにおいて組入比率を最大としている業種セク
ターは引き続き金融で、次いで資本財、一般消費財・サービスとしました。金融セクターの最大組入銘
柄は、英国の住宅ローン・リテール金融で、次いで生命保険・年金サービスの北欧最大手、英国を本拠
地とする世界的な保険会社です。資本財セクターにおける最大組入銘柄は、ガラス・パッケージング製
造のリーディング企業です。一般消費財・サービスセクターにおける最大組入銘柄は、世界的に有名な
高級車およびパフォーマンスＳＵＶの設計／製造・販売を行なっている企業です。

（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40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

2017年11月16日
～2017年12月15日

2017年12月16日
～2018年１月15日

2018年１月16日
～2018年２月15日

2018年２月16日
～2018年３月15日

2018年３月16日
～2018年４月16日

2018年４月17日
～2018年５月15日

当期分配金 40 40 40 40 40 40
（対基準価額比率） 0.440％ 0.434％ 0.451％ 0.454％ 0.449％ 0.460％
当期の収益 40 40 39 40 40 40
当期の収益以外 － － 0 － － －

翌期繰越分配対象額 627 633 633 634 640 641
（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 （2017年11月16日～2018年５月15日）

当ファンドのベンチマークとの差異 （2017年11月16日～2018年５月15日）

分配金 （2017年11月16日～2018年５月15日）
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欧州社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）＜愛称 グラン・マルシェ＞

（当ファンド）
　引き続き、「ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ」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。

（ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ）
　市場は長期にわたり安定的に推移してきましたが、2018年２月にボラティリティが急上昇した結果、
クレジット市場ではスプレッドが拡大し、総じてリターンがマイナスとなりました。米国では、２月の
リターンはハイイールド債、投資適格級の非金融部門ともに、マイナスとなりました。欧州では、市場
感応度がより高いハイイールド債、金融劣後債のリターンがそれぞれマイナスとなり、投資適格債およ
び金融シニア債はほぼ横ばいとなりました。ただし、ボラティリティの急上昇はテクニカル要因主導に
よるものであり、発行体・企業の業績は引き続き好調です。
　クレジット市場は、投資家の懸念が米国の関税（特に中国からの輸入品に対する関税導入の第２ラウ
ンドが発表されて以降）に集まったことから、３月も幾分下落圧力に晒される状況が続きました。欧州
連合（ＥＵ）は最終的に鉄鋼・アルミ関税について免除されましたが、世界の貿易摩擦がエスカレート
するとの恐れが市場心理に悪影響を与えました。中国は、関税の第１ラウンドを受けて、128品目にの
ぼる約30億ドル相当の米国の輸出品を対象とする独自の関税措置で対抗しました。こうした状況下、
中央銀行の会合が予想外にあまり注目されませんでした。米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は金利の
誘導目標を引き上げ、ＥＣＢは量的緩和のガイダンスを微調整し、純資産購入を年内に終了する予定で
あることを重ねて示唆しています。
　当ファンドでは、今後も、潤沢なフリーキャッシュフローを創出することができる優れた企業が発行
した債券への投資機会を見出していく方針です。特に、2017年初来でパフォーマンスに貢献している
ライジングスター銘柄（投資適格格付けに格上げされる可能性が高いとみられる銘柄）に引き続き着目
していきます。
　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。

今後の運用方針
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お知らせ
　2017年11月16日から2018年５月15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／債券
信 託 期 間 2014年８月19日から2029年５月15日までです。

運 用 方 針
主として、欧州企業が発行する社債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
「ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ」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、ユーロ圏、英国および北欧の欧州先進国企業が発行する社債を中心に、実質的に投資を行ない、
インカム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。S＆P、ムーディーズまたはフィッチの
格付で、投資適格社債だけでなく、BB＋格相当以下のハイ・イールド社債にも幅広く投資します。外貨建資
産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

分 配 方 針 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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（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 23.0 65.0 65.7 47.4 9.3 34.9 43.7
最小値 △18.8 △22.0 △17.5 △27.4 △4.0 △12.3 △17.4
平均値 1.9 19.6 19.7 12.7 2.2 7.8 5.2

（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）2013年５月から2018年４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2015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、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）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。

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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（2013年５月末～2018年４月末）
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○組入上位ファンド
銘　柄　名 第45期末

％
ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ 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40期末 第41期末 第42期末 第43期末 第44期末 第45期末

2017年12月15日 2018年１月15日 2018年２月15日 2018年３月15日 2018年４月16日 2018年５月15日
純 資 産 総 額 1,959,026,255円 2,023,505,542円 1,931,489,513円 1,931,095,918円 1,922,629,776円 1,806,272,688円
受 益 権 総 口 数 2,164,661,997口 2,205,137,820口 2,185,147,770口 2,199,630,523口 2,166,545,430口 2,085,442,203口
１万口当たり基準価額 9,050円 9,176円 8,839円 8,779円 8,874円 8,661円

（注）当作成期間（第40期～第45期）中における追加設定元本額は545,235,955円、同解約元本額は663,850,932円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2018年５月15日現在）

国内投資信託受益証券
96.0％

国内投資信託受益証券
96.0％

親投資信託受益証券
0.1％

○資産別配分
その他
3.9％

ケイマン諸島
96.0％

ケイマン諸島
96.0％

日本
0.1％

○国別配分
その他
3.9％

円
96.1％
円

96.1％

○通貨別配分
その他
3.9％

純資産等
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10

組入上位ファンドの概要
ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＢ

【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】
（2016年１月１日～2016年12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。

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

2016/3/4 2016/5/4 2016/7/4 2016/9/4 2016/11/4

（円） （2016年１月１日～2016年12月31日）

【組入上位10銘柄】
（2016年12月31日現在）

銘柄名 業種／種別等 国（地域） 比率
％

1 Wienerberger FRN Perp 変動利付債 オーストリア 4.2
2 Allianz SE FRN 17-Oct-42 変動利付債 ドイツ 3.9
3 Orange FRN Perp2 変動利付債 フランス 3.5
4 Liverpool Victoria FRN 22-May-43 変動利付債 英国 3.0
5 Dong Energy FRN 26-Jun-3013 変動利付債 デンマーク 3.0
6 Intralot Cap Lux 6% 15-May-21 社債 ルクセンブルク 2.9
7 Solvay Finance FRN Perp 変動利付債 フランス 2.9
8 Swissport Inv 6.75% 15-Dec-21 社債 ルクセンブルク 2.9
9 Investec Bank 9.625% 17-Feb-22 社債 英国 2.8

10 MPW 4% 19-Aug-22 社債 米国 2.8
組入銘柄数 46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。

社債
51.2%変動利付債

37.5%

その他
11.3%

【資産別配分】
必要な情報が開示されておりません。

【通貨別配分】

英国
24.5%

ルクセンブルク
15.1%

フランス
15.0%ドイツ

10.5%

オランダ
5.6%

オーストリア
4.2%

デンマーク
3.0%

その他
22.1%

【国別配分】
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11

マネー・アカウント・マザーファンド

（円）

10,037

10,038

10,039

10,040

10,041

10,042

10,043

2016/11 2017/1 2017/3 2017/5 2017/7 2017/9

（2016年10月13日～2017年10月12日）
【基準価額の推移】 【1万口当たりの費用明細】

（2016年10月13日～2017年10月12日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） そ の 他 費 用 0 0.000
（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 計 0 0.000
期中の平均基準価額は、10,040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。

組入資産の内容 � （2017年10月12日現在）
2017年10月12日現在、有価証券等の組入れはございません。
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