
スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

交付運用報告書
追加型投信／内外／資産複合

第32期（決算日2017年８月21日） 第33期（決算日2017年９月20日） 第34期（決算日2017年10月20日）
第35期（決算日2017年11月20日） 第36期（決算日2017年12月20日） 第37期（決算日2018年１月22日）

作成対象期間（2017年７月21日～2018年１月22日）

第37期末（2018年１月22日）
基 準 価 額 9,206円
純 資 産 総 額 610百万円

第32期　～　第37期
騰 落 率 3.5％
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。

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・ラップ・グローバル・イン
カム（毎月分配型）」は、2018年１月22日に第
37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、不動産投信およびコモディティ連動証
券（ＭＬＰなどを含みます。）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

スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

第32期首：9,011円
第37期末：9,206円（既払分配金（税込み）：120円）
騰 落 率： 　3.5％（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７月20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。

（2017年７月21日～2018年１月22日）

　当ファンドは、主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券な
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。

　当ファンドの実質的な投資対象資産は、海外の株式、債券、不動産投資信託、コモディティとなりま
すが、この期間は株式の値上がりが要因となり、「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」、「先進国資本エマージング株式マザーファンド」、「インデックスファンド海外
株式（ヘッジあり）」などがプラスに寄与しました。また、その他の資産の投資対象先ファンドである、
「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド�クラスＡ」、「アジア・プロパティー・ファンド（適格
機関投資家向け）」、「ｉシェアーズ�ゴールド・トラスト」などもプラスに寄与しました。

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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スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

１万口当たりの費用明細 （2017年７月21日～2018年１月22日）

項　　　　　目
第32期～第37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
55

（15）	

（37）
	

（	 2）	

％
0.605

（0.171）
	

（0.413）	

（0.022）	

（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）売買委託手数料

（株式）

（投資信託証券）

（先物・オプション）

7		

（	 6）	

（	 1）
	

（	 0）	

0.079

（0.065）	

（0.013）	

（0.000）	

（b）		売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作
成期間の平均受益権口数

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

（株式）

（投資信託証券）

1

（	 1）

（	 0）

0.013		

（0.013）	

（0.000）	

（c）	 	有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作
成期間の平均受益権口数

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）

（その他）

10

（	 5）	

（	 0）	

（	 4）	

（	 1）	

0.113		

（0.053）
	

（0.003）	

（0.048）	

（0.009）	

（d）		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

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

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 73		 0.810		
作成期間の平均基準価額は、9,053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）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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3

スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

2014年12月22日
設定日

2015年１月20日
決算日

2016年１月20日
決算日

2017年１月20日
決算日

2018年１月22日
決算日

基準価額 （円） 10,000 9,846 8,847 8,894 9,206
期間分配金合計（税込み） （円） ― ― 200 240 240
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― △	 	 1.5 △	 	 8.3 3.3 6.3
純資産総額 （百万円） 300 295 1,278 674 610
（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１月20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１月21日～2018年１月22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12月22日です。

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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4

スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

投資環境 （2017年７月21日～2018年１月22日）

（債券市況）
　期間中の米国10年国債利回りは、期間の初めと比べて上昇（債券価格は下落）しました。期間の初め
は、インフレ懸念の後退や、北朝鮮情勢の緊迫化によるリスク回避の動きが強まったことなどから、利
回りは低下（債券価格は上昇）しましたが、米国連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の発表を受けて
2017年内に利上げがあるとの観測が高まり、利回りは上昇しました。期間の半ばは米国議会上院によ
る予算決議案の可決を受けて税制改革が前進するとの期待が広がったことや国債および社債の発行が増
加したこと、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が米国景気は拡大しているとの認識を示したこと
などから利回りは上昇しました。期間末にかけては、ＦＲＢが追加利上げを決定したことや、米国議会
にて税制改革法案が成立し財政赤字の拡大が懸念されたことなどを背景に、利回りは上昇しました。
　一方、期間中の欧州債券市場では、10年国債利回りは、期間の初めと比べてまちまちの動きとなりま
した。期間の初めは、イングランド銀行（ＢＯＥ）が欧州連合（ＥＵ）離脱は経済を下押しする恐れが
あるとして、成長率と賃金上昇率の見通しを下方修正したことや朝鮮半島情勢の緊迫化によりリスク回
避の動きが強まったことなどから、利回りは総じて低下しました。期間の半ばは、欧州中央銀行（ＥＣ
Ｂ）が量的緩和策の縮小ペースを遅らせるとの観測が広がったことなどを受けて利回りが低下する局面
があったものの、ＢＯＥ総裁によりインフレ圧力が高まれば数ヵ月以内での利上げが必要になるとの認
識が示されたことなどを受けて、利回りは総じて上昇しました。期間末にかけては、ドイツ政府が
2018年の国債発行額の増額方針を示したことや、スペインのカタルーニャ自治州議会選挙で独立賛成
派が過半数議席を確保したことなどを背景に、利回りは概して上昇しました。

（株式市況）
　期間中の米国市場の株価は、期間の初めと比べて上昇しました。�期間の初めは、北朝鮮が米国領グア
ム周辺へのミサイル攻撃の検討を発表するなど情勢が緊迫化したことを受けて投資家のリスク回避姿勢
が強まったことなどから株価が下落する局面があったものの、米国の2017年第２四半期国内総生産（Ｇ
ＤＰ）改定値が市場予想を上回り、米国経済への楽観的な見方が強まったことなどから株価は持ち直し
ました。期間の半ばには、米国政権が大規模な税制改革法案を公表し、減税で景気が加速するとの見方
を背景に株価は上昇しました。期間末にかけては、ＦＯＭＣにて利上げが行なわれたことなどが株価の
重しとなったものの、景気に対する楽観的な見方が広がったことや、税制改革法案の可決により、改め
て米国景気や企業収益の上方修正への期待が高まったことなどから株価は上昇しました。
　欧州では、期間の初めに、朝鮮半島情勢の緊迫化や欧州でのテロ事件を受けてリスク回避の動きが強
まったことから株価は総じて下落しましたが、ＥＣＢが2017年のユーロ圏成長率見通しを上方修正し
たことや、ＦＯＭＣが年内の追加利上げ見通しを維持したことを受けて、その後、株価は総じて上昇し
ました。期間の半ばは、欧州域内の堅調な景気やＥＣＢが量的緩和（ＱＥ）を2018年に縮小していく
うえで極めて慎重に動くと強調したことなどを受けて、株価は総じて上昇しました。期間末にかけても、
原油高や商品市況の上昇が追い風となって石油・ガス関連銘柄や資源関連銘柄が大きく上昇したことや
米国の税制改革法案の成立などから、株価は概して上昇しました。

（不動産投資信託市況）
　米国の不動産投資信託市場は、期間の初めは朝鮮半島情勢が緊迫化したことや米国政治の混乱などを
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5

スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

（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。

円／アメリカドルの推移
（円）
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受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから下落となりましたが、その後、米国の長期金利
が低下し、ＲＥＩＴ分配金利回りの魅力度が高まったことを受けて上昇しました。期間の半ばは、米国
の長期金利の動きに合わせて方向感のない展開が続きましたが、期間末にかけては米国議会にて税制改
革法案が成立し財政赤字の拡大が懸念されたことなどを背景に米国の長期金利が上昇したことなどを受
けて下落しました。
　一方、欧州では、期間の初めは朝鮮半島情勢の緊迫化などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まっ
たことから下落する局面があったものの、ＢＯＥがＥＵ離脱は経済を下押しする恐れがあるとして、成
長率と賃金上昇率の見通しを下方修正したことや、欧州の長期金利が低下したことなどを受けて上昇し
ました。期間の半ばは、ＥＣＢが債券買入れの緩和策の縮小ペースを遅らせるとの観測や米国の2017
年内の利上げ実施観測の高まりなどから欧州の長期金利が上昇したことを受けて下落しました。期間末
にかけては、ＢＯＥが今後の利上げは緩やかになるとの見通しを示したことなどを背景に、ドイツや英
国の長期金利が低下したことなどが下支えとなり上昇しました。

（商品（金）市況）
　期間中の金市場は、米国金融当局の慎重な利上げ方針やアメリカドル相場の下落、北朝鮮における核
実験の強行など朝鮮半島情勢の不透明感を背景とした地政学的リスクへの警戒感などから、安全資産と
して金を買う場面も見られましたが、ＦＯＭＣに向けて米国の金融正常化の動きが強まるとの観測や、
株式市場の上昇といった投資家のリスクオンの動きもあり、レンジ内での推移が続きました。2017年
12月のＦＯＭＣでは年内３回目の利上げが決定されましたが、ＦＯＭＣメンバーによる2018年の利上
げ想定回数は３回に据え置きとなり、今後の利上げペースは引き続き緩やかなものになるとの見方が広
がったことや、クリスマスや年末年始の休暇を前に薄商いが続くなか、対ユーロでのアメリカドル安を
手掛かりに金価格は上昇しました。2018年年明け後には一時、売られる場面も見られたものの、期間
を通じて見ると上昇して期間末を迎えました。
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6

スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

（2017年７月21日～2018年１月22日）当ファンドのポートフォリオ
（当ファンド）
　主として、日本を含む世界の資産（債券、株式、不動産、商品（コモディティ）・その他）を実質的な
投資対象としました。各資産への投資にあたっては、それぞれの資産を投資対象とする投資信託証券への
投資を通じて行ないました。また、「日興アセットマネジメント�アジア�リミテッド」からの助言をもとに、
市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を行
ないました。当期間中における各資産への資産配分のポイントは以下の通りです。

　期間の初めは、世界的な景気回復への期待を背景に、「インデックスファンド海外株式（ヘッジあり）」、「先
進国資本エマージング株式マザーファンド」など、株式のウェイトを引き上げました。一方で、金利上昇
が進む可能性が示唆されたことから、「ｉシェアーズ�ゴールド・トラスト」など、コモディティのウェイ
トを引き下げました。期間の半ばから期間末にかけては、ファンドの現金比率を引き下げ、株式のウェイ
トを更に引き上げました。

　この結果、作成期間末時点における資産配分比率は以下の通りとなりました。
資産 投資対象先ファンド 組入比率

債券

高金利先進国ソブリン債券ファンド（適格機関投資家向け） ―
ソブリン（円ヘッジ）マザーファンド 6.0％
米国長期国債（円ヘッジ）マザーファンド 4.0％
アジア・ボンド・ファンド（適格機関投資家向け） ―
ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド	クラスＡ 12.0％
ＳＰＤＲ	ブルームバーグ・バークレイズ・インターミディエイト・ターム・コーポレート・ボンド	ＥＴＦ 11.9％
ファースト・トラスト	タクティカル・ハイ・イールド	ＥＴＦ 4.0％
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Ａ 2.0％
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 ―
アジア・コーポレート・ボンド・ファンド	クラスＡ（ＪＰＹヘッジド・ユニット） 5.0％
アジア・コーポレート・ボンド・ファンド	クラスＢ（アンヘッジド・ユニット） 4.9％

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 22.1％
ナチュラル・リソース・ファンド	日本円・クラス ―
先進国資本エマージング株式マザーファンド 15.1％
インデックスファンド海外株式（ヘッジあり） 7.0％

不動産 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） ―
アジア・プロパティー・ファンド（適格機関投資家向け） 2.0％

商品・その他
ｉシェアーズ	Ｓ＆Ｐ	ＧＳＣＩコモディティ・インデックス・トラスト ―
ｉシェアーズ	ゴールド・トラスト 2.1％
アレリアン・ＭＬＰ	ＥＴＦ ―

※組入比率は当ファンドの純資産総額比です。
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7

スマート・ラップ・グローバル・インカム（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。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2017年７月21日～2018年１月22日）

（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32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期

2017年７月21日
～2017年８月21日

2017年８月22日
～2017年９月20日

2017年９月21日
～2017年10月20日

2017年10月21日
～2017年11月20日

2017年11月21日
～2017年12月20日

2017年12月21日
～2018年１月22日

当期分配金 20 20 20 20 20 20
（対基準価額比率） 0.226％ 0.220％ 0.219％ 0.222％ 0.218％ 0.217％
当期の収益 20 20 20 16 20 20
当期の収益以外 ― ― ― 3 ― ―

翌期繰越分配対象額 293 303 310 309 319 321

（単位：円、１万口当たり、税込み）

分配金 （2017年７月21日～2018年１月22日）

　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

今後の運用方針
（当ファンド）
　景気回復基調が世界的に浸透するなか、企業収益への期待も各国で高まっており、このような環境を
好感した株価の上昇が続いています。また、米国の税制改革や財政政策への期待、主要国で続く低水準
のインフレ率を背景に今後も低金利環境が続くとの期待も株価上昇の要因と考えられます。一方で、上
昇が続く株価への警戒感や、景気の拡大が今後のインフレ上昇につながるとの見方も出てきています。
ＦＲＢは引き締め政策を進めていますが、未だ低金利水準を脱していません。ＦＲＢは歴史的にみて正
常な水準に金利を戻す（引き上げる）方針であり、金融市場や景気に与える影響は今後増大していくと
みられ、その動向を注意深く見守る必要があると考えます。また、アジアや中東などでの地政学的リス
クも排除できないことから、これらの動きにも注意が必要と考えます。投資環境は良好な状況が続いて
いますが、環境の変化は急速に進む可能性もあり、今後も慎重な運用を心掛けていきます。そして、
個々の資産クラスのリスク水準を把握し、市場の急激な変化にも耐えられるようなポートフォリオの構
築を進めていきます。
　引き続き、日本を含む世界の資産（債券、株式、不動産、商品（金などのコモディティ）・その他）を
実質的な投資対象とします。「日興アセットマネジメント�アジア�リミテッド」からの助言をもとに、市
場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調
整する方針です。
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8

スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

お知らせ
　2017年７月21日から2018年１月22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。

　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。

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2014年12月22日から2028年１月20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、不動産投信およびコモディティ連動証券（ＭＬＰなどを含みます。）
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 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、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券（ＭＬＰなどを含みます。）
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
ます。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を
調整します。

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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9

スマート・ラップ・グローバル・インカム（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

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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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

（2013年1月末～2017年12月末）

（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１月から2017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。なお、当

ファンドは2015年12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。

（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 10.1 65.0 65.7 47.4 9.3 34.9 43.7
最小値 △11.3 △22.0 △17.5 △27.4 △4.0 △12.3 △17.4
平均値 △	 1.3 20.3 21.2 12.5 2.3 9.0 6.4

《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：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）

（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。●シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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）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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10

スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

○組入上位ファンド
銘　柄　名 第37期末

％
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 22.1
先進国資本エマージング株式マザーファンド 15.1
ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド	クラスＡ 12.0
その他 49.0

組入銘柄数 13銘柄

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2018年１月22日現在）

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

項　　　　　目
第32期末 第33期末 第34期末 第35期末 第36期末 第37期末

2017年８月21日 2017年９月20日 2017年10月20日 2017年11月20日 2017年12月20日 2018年１月22日
純 資 産 総 額 550,939,017円 542,055,041円 532,770,893円 582,117,753円 617,881,175円 610,488,883円
受 益 権 総 口 数 622,691,012口 598,135,061口 584,804,860口 646,269,777口 673,441,203口 663,134,036口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 8,848円 9,062円 9,110円 9,007円 9,175円 9,206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）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

（注）当作成期間（第32期～第37期）中における追加設定元本額は157,724,387円、同解約元本額は147,911,901円です。

純資産等

国内投資信託
受益証券
55.1％

国内投資信託
受益証券
55.1％

その他
1.8％
その他
1.8％

親投資信託
受益証券
25.1％

親投資信託
受益証券
25.1％

外国投資信託
受益証券
18.0％

アメリカドル
18.0％

円
80.2％
円

80.2％

その他
1.8％
その他
1.8％

ケイマン諸島
46.0％

ケイマン諸島
46.0％日本

34.2％
日本
34.2％

アメリカ
18.0％
アメリカ
18.0％

その他
1.8％
その他
1.8％
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スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要
先進国資本エマージング株式マザーファンド

（円）

9,000

9,500

10,000
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11,000
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12,500

13,000

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

（2016年6月30日～2017年6月21日）
【基準価額の推移】 【1万口当たりの費用明細】

（2016年6月30日～2017年6月21日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） 売 買 委 託 手 数 料 304 2.819

（ 株 　 式 ） （301） （2.793）
（ 投 資 信 託 証 券 ） （  3） （0.026）

（b） 有 価 証 券 取 引 税 53 0.491
（ 株 　 式 ） （ 53） （0.491）
（ 投 資 信 託 証 券 ） （  0） （0.000）

（c） そ の 他 費 用 65 0.603
（ 保 管 費 用 ） （ 63） （0.582）
（ そ の 他 ） （  2） （0.021）

合 計 422 3.913
期中の平均基準価額は、10,784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。

【組入上位10銘柄】
（2017年6月21日現在）

銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比率
％

１ HINDUSTAN�UNILEVER�LIMITED 家庭用品・パーソナル用品 インドルピー インド 4.4
2 ACC�LIMITED 素材 インドルピー インド 3.6
３ GRUPO�FIN�SANTANDER�B-ADR 銀行 アメリカドル メキシコ 3.4
4 SIEMENS�INDIA�LIMITED 資本財 インドルピー インド 3.0
5 ALIBABA�GROUP�HOLDING-SP-ADR ソフトウェア・サービス アメリカドル ケイマン諸島 2.9
6 WALMART�DE�MEXICO�-SER�V 食品・生活必需品小売り メキシコペソ メキシコ 2.9
7 ASTRA�INTERNATIONAL�TBK�PT 自動車・自動車部品 インドネシアルピア インドネシア 2.8
8 MARUTI�SUZUKI�INDIA�LTD 自動車・自動車部品 インドルピー インド 2.6
9 BANK�ZACHODNI�WBK�SA 銀行 ポーランドズロチ ポーランド 2.5
10 INFRAESTRUCTURA�ENERGETICA�N 公益事業 メキシコペソ メキシコ 2.5

組入銘柄数 78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】

外国株式
99.9％
外国株式
99.9％

その他
0.1％

【国別配分】

インド
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メキシコ
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ブラジル
8.4％中国 5.4％

インドネシア
5.2％
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4.7％

その他
32.3％
その他
32.3％

【通貨別配分】

インド
ルピー
24.5％

インド
ルピー
24.5％

アメリカ
ドル

16.3％

ポーランドズロチ
8.8％メキシコペソ 7.3％

香港ドル 5.4％

インドネシア
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5.2％

韓国
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4.5％

その他
27.9％
その他
27.9％

（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。
（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。
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米国長期国債（円ヘッジ）マザーファンド
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（2016年2月23日～2017年2月20日）
【基準価額の推移】 【1万口当たりの費用明細】

（2016年2月23日～2017年2月20日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） そ の 他 費 用 1 0.011
（ 保 管 費 用 ） （1） （0.011）
（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 計 1 0.011
期中の平均基準価額は、10,309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。

【組入上位10銘柄】
（2017年2月20日現在）

銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比率
％

１ US�TREASURY�N/B�1.625％�2026/5/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
2 US�TREASURY�N/B�2％�2026/11/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
３ US�TREASURY�N/B�2.125％�2025/5/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
4 US�TREASURY�N/B�2.25％�2024/11/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
5 US�TREASURY�N/B�2.25％�2025/11/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
6 US�TREASURY�N/B�2.5％�2024/5/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
7 US�TREASURY�N/B�1.5％�2026/8/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
8 US�TREASURY�N/B�1.625％�2026/2/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
9 US�TREASURY�N/B�2％�2025/8/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
10 US�TREASURY�N/B�2％�2025/2/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1

組入銘柄数 12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】

外国債券
97.1％
外国債券
97.1％

その他
2.9％

【国別配分】

アメリカ
97.1％
アメリカ
97.1％

その他
2.9％

【通貨別配分】

アメリカドル
97.1％

アメリカドル
97.1％

その他
2.9％

（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。
（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。
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（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

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

（2016年１月１日～2016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。

（2016年１月１日～2016年12月31日）
【基準価額の推移】

（円）
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（2016年12月31日現在）
【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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

株式
97.1％

その他
2.9％

（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。

オーストラリアドル
3.1％
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18.7%

アメリカドル
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ユーロ
14.1％イギリスポンド

9.7％

カナダドル
6.1％
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日本円
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銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Roche	Holdings	AG 株式 スイスフラン スイス 4.2
2 Procter	&	Gamble 株式 アメリカドル 米国 4.2
3 Intel	Corp. 株式 アメリカドル 米国 3.6
4 Philip	Morris	Intl	Inc. 株式 アメリカドル 米国 3.5
5 Exxon	Mobil	Corp. 株式 アメリカドル 米国 3.4
6 Altria	Group	Inc. 株式 アメリカドル 米国 3.2
7 Cisco	Systems 株式 アメリカドル 米国 3.1
8 Nestle	SA 株式 スイスフラン スイス 2.7
9 Qualcomm	Inc. 株式 アメリカドル 米国 2.5
10 Merck	&	Co.,	Inc. 株式 アメリカドル 米国 2.2

組入銘柄数 92銘柄
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スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

先進国資本エマージング株式マザーファンド

（円）
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（2016年6月30日～2017年6月21日）
【基準価額の推移】 【1万口当たりの費用明細】

（2016年6月30日～2017年6月21日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） 売 買 委 託 手 数 料 304 2.819

（ 株 　 式 ） （301） （2.793）
（ 投 資 信 託 証 券 ） （  3） （0.026）

（b） 有 価 証 券 取 引 税 53 0.491
（ 株 　 式 ） （ 53） （0.491）
（ 投 資 信 託 証 券 ） （  0） （0.000）

（c） そ の 他 費 用 65 0.603
（ 保 管 費 用 ） （ 63） （0.582）
（ そ の 他 ） （  2） （0.021）

合 計 422 3.913
期中の平均基準価額は、10,784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。

【組入上位10銘柄】
（2017年6月21日現在）

銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比率
％

１ HINDUSTAN�UNILEVER�LIMITED 家庭用品・パーソナル用品 インドルピー インド 4.4
2 ACC�LIMITED 素材 インドルピー インド 3.6
３ GRUPO�FIN�SANTANDER�B-ADR 銀行 アメリカドル メキシコ 3.4
4 SIEMENS�INDIA�LIMITED 資本財 インドルピー インド 3.0
5 ALIBABA�GROUP�HOLDING-SP-ADR ソフトウェア・サービス アメリカドル ケイマン諸島 2.9
6 WALMART�DE�MEXICO�-SER�V 食品・生活必需品小売り メキシコペソ メキシコ 2.9
7 ASTRA�INTERNATIONAL�TBK�PT 自動車・自動車部品 インドネシアルピア インドネシア 2.8
8 MARUTI�SUZUKI�INDIA�LTD 自動車・自動車部品 インドルピー インド 2.6
9 BANK�ZACHODNI�WBK�SA 銀行 ポーランドズロチ ポーランド 2.5
10 INFRAESTRUCTURA�ENERGETICA�N 公益事業 メキシコペソ メキシコ 2.5

組入銘柄数 78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】

外国株式
99.9％
外国株式
99.9％

その他
0.1％

【国別配分】

インド
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【通貨別配分】

インド
ルピー
24.5％
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（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。
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米国長期国債（円ヘッジ）マザーファンド
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（2016年2月23日～2017年2月20日）
【基準価額の推移】 【1万口当たりの費用明細】

（2016年2月23日～2017年2月20日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） そ の 他 費 用 1 0.011
（ 保 管 費 用 ） （1） （0.011）
（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 計 1 0.011
期中の平均基準価額は、10,309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。

【組入上位10銘柄】
（2017年2月20日現在）

銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比率
％

１ US�TREASURY�N/B�1.625％�2026/5/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
2 US�TREASURY�N/B�2％�2026/11/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
３ US�TREASURY�N/B�2.125％�2025/5/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
4 US�TREASURY�N/B�2.25％�2024/11/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
5 US�TREASURY�N/B�2.25％�2025/11/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
6 US�TREASURY�N/B�2.5％�2024/5/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
7 US�TREASURY�N/B�1.5％�2026/8/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
8 US�TREASURY�N/B�1.625％�2026/2/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
9 US�TREASURY�N/B�2％�2025/8/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1
10 US�TREASURY�N/B�2％�2025/2/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 8.1

組入銘柄数 12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】

外国債券
97.1％
外国債券
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その他
2.9％

【国別配分】
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2.9％

【通貨別配分】
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97.1％
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2.9％

（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。
（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。
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（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

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

（2016年１月１日～2016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。

（2016年１月１日～2016年12月31日）
【基準価額の推移】

（円）
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（2016年12月31日現在）
【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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

株式
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その他
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（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。

オーストラリアドル
3.1％

その他
18.7%

アメリカドル
46.2％

ユーロ
14.1％イギリスポンド

9.7％

カナダドル
6.1％

その他
9.0％

日本円
3.5％

スイスフラン
8.4％

英国
9.7％

その他
19.6％

米国
44.0％

日本
3.5％

ドイツ
3.5％

フランス
4.4％

スイス
9.2％

カナダ
6.1％

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Roche	Holdings	AG 株式 スイスフラン スイス 4.2
2 Procter	&	Gamble 株式 アメリカドル 米国 4.2
3 Intel	Corp. 株式 アメリカドル 米国 3.6
4 Philip	Morris	Intl	Inc. 株式 アメリカドル 米国 3.5
5 Exxon	Mobil	Corp. 株式 アメリカドル 米国 3.4
6 Altria	Group	Inc. 株式 アメリカドル 米国 3.2
7 Cisco	Systems 株式 アメリカドル 米国 3.1
8 Nestle	SA 株式 スイスフラン スイス 2.7
9 Qualcomm	Inc. 株式 アメリカドル 米国 2.5
10 Merck	&	Co.,	Inc. 株式 アメリカドル 米国 2.2

組入銘柄数 92銘柄
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スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ

（2016年３月１日～2017年２月28日）
【１万口当たりの費用明細】

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 IBRD 4% 16-Aug-18 国際機関債 メキシコペソ 国際機関 9.8
2 IBRD 6.375% 07-Aug-18 国際機関債 インドルピー 国際機関 9.3
3 IBRD 4.5% 03-Aug-17 国際機関債 コロンビアペソ 国際機関 8.6
4 IBRD 1.125% 07-Aug-17 国際機関債 ポーランドズロチ 国際機関 8.0
5 IBRD 9.625% 13-Jul-18 国際機関債 トルコリラ 国際機関 8.0
6 IBRD 5% 24-May-17 国際機関債 インドルピー 国際機関 7.3
7 IBRD 8.5% 02-Mar-18 国際機関債 ロシアルーブル 国際機関 6.5
8 IBRD 1.84% 11-May-18 国際機関債 マレーシアリンギット 国際機関 5.9
9 IBRD 3.48% 08-Dec-18 国際機関債 中国元 国際機関 4.1
10 IBRD 6.625 % 05-Dec-17 国際機関債 南アフリカランド 国際機関 2.8

組入銘柄数 37銘柄

（2017年２月28日現在）【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。
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　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。
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（注） グラフは分配金再投資基準価額です。
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スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ

（2016年３月１日～2017年２月28日）
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スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

【貸借対照表】
（単位：円）

前期
平成29年７月20日現在

当期
平成30年１月22日現在

資産の部
　流動資産
　　預金 1,149,782 887,015
　　コール・ローン 63,250,982 18,198,719
　　投資信託受益証券 373,289,007 446,156,858
　　親投資信託受益証券 129,969,871 153,249,064
　　派生商品評価勘定 33,600 ―
　　未収入金 33,718,361 5,646,905
　　流動資産合計 601,411,603 624,138,561
　資産合計 601,411,603 624,138,561
負債の部
　流動負債
　　未払収益分配金 1,306,643 1,326,268
　　未払解約金 10,540,383 11,081,979
　　未払受託者報酬 21,244 24,257
　　未払委託者報酬 563,234 643,009
　　未払利息 97 21
　　その他未払費用 296,475 574,144
　　流動負債合計 12,728,076 13,649,678
　負債合計 12,728,076 13,649,678
純資産の部
　元本等
　　元本 653,321,550 663,134,036
　　剰余金
　　　期末剰余金又は期末欠損金（△） △64,638,023 △52,645,153
　　　（分配準備積立金） 10,610,264 9,893,766
　　元本等合計 588,683,527 610,488,883
　純資産合計 588,683,527 610,488,883
負債純資産合計 601,411,603 624,138,561
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スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）

（単位：円）
前期

自　平成29年１月21日
至　平成29年７月20日

当期
自　平成29年７月21日
至　平成30年１月22日

営業収益
　受取配当金 11,541,090 10,292,766
　受取利息 122 50
　有価証券売買等損益 11,607,012 14,844,551
　為替差損益 △3,047,060 △1,305,184
　営業収益合計 20,101,164 23,832,183
営業費用
　支払利息 14,754 5,978
　受託者報酬 134,031 126,462
　委託者報酬 3,553,397 3,352,869
　その他費用 514,193 528,248
　営業費用合計 4,216,375 4,013,557
営業利益又は営業損失（△） 15,884,789 19,818,626
経常利益又は経常損失（△） 15,884,789 19,818,626
当期純利益又は当期純損失（△） 15,884,789 19,818,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
に伴う当期純損失金額の分配額（△） 149,264 416,841

期首剰余金又は期首欠損金（△） △83,946,250 △64,638,023
剰余金増加額又は欠損金減少額 14,482,197 14,349,766
　	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,482,197 14,349,766
　	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 ― ―
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,587,041 14,181,731
　	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 ― ―
　	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,587,041 14,181,731
分配金 8,322,454 7,576,950
期末剰余金又は期末欠損金（△） △64,638,023 △52,645,153

【損益及び剰余金計算書】
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