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種類・項目
ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ

ケイマン籍円建外国投資信託
運用の基本方針
基本方針 リスクを抑制しながら安定的な収益の獲得をめざします。
主な投資対象 世界銀行が発行する新興国通貨建て債券を主な投資対象とします。
投資方針 ・世界銀行が発行する新興国通貨建て債券を主な投資対象とすることで、安定的な収益の確保

と中長期的な信託財産の成長をめざします。
・各通貨への投資比率は、各国の経済状況、金利水準、市場の流動性などに基づき決定します。
・組み入れる債券は、原則として残存期間が３年以下（変動利付債の場合は10年以下）のものと
します。

・ファンドの流動性を確保するため、一部米ドルやユーロなどの主要国通貨建ての債券に投資
することがあります。

主な投資制限 ・原則として純資産総額の50％以上を有価証券に投資します。
・株式への投資は行ないません。

収益分配 原則として毎月６日（休日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
ファンドに係る費用
信託報酬など 純資産総額に対して年率0.32％以内（国内における消費税等相当額はかかりません。）

※この他に、固定報酬として年額5,000米ドルがかかります。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧

問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
投資顧問会社 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
管理会社 日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド
信託期間 2106年12月31日まで
決算日 原則として、毎年２月末日
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2019年２月28日現在

社債等

国際機関

元本金額
公正価値
JPY

純資産に占める
割合（％）

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド（クラス別）

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド

　投資ポートフォリオ

SHARE CLASS CURRENCY TOTAL NET ASSETS（Balance）
A JPY 16,573,230,835（100%）
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社債等（続き）

国際機関（続き）

元本金額
公正価値
JPY

純資産に占める
割合（％）

国際機関合計（取得原価：16,547,133,749円）

社債等合計（取得原価：16,547,133,749円）

純金融資産合計

その他純資産

純資産合計

IBRD = 国際復興開発銀行
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当年度中の平均活動*
JPY

合計
JPY

純未実現利益の変動
JPY

実現損失
JPY

当ファンドは、その取り組むデリバティブ商品やヘッジ活動についての情報開示に関し、FASB会計基準編纂
書に記される権威あるガイダンスを採用している。このガイダンスはデリバティブおよびヘッジ活動について
の高度な開示を必要とし、それによって財務報告の透明性を高めている。このガイダンスの目的は、なぜ、ど
のようにデリバティブ商品が使われているか、デリバティブ商品や関連したヘッジがどのように会計処理され
ているか、そしてデリバティブ商品や関連したヘッジが財務状況や業績、キャッシュフローに関係するとすれ
ばどのような影響を与えているかについて、財務諸表のユーザーに対し理解を深めるための目安を示すことで
ある。このガイダンスを採用することで、資産負債計算書、損益計算書あるいは純資産変動計算書には何らの
影響もなかった。当ファンドはいかなるデリバティブ商品もこのガイドの示すところのヘッジ商品として指定
していない。

当ファンドは主に売買およびヘッジ目的で先渡デリバティブ商品を取引するが、各商品の主なリスク・エクス
ポージャーは外国為替リスクである。当ファンドが保有する為替先渡契約は経済的ヘッジ目的で使用される。
ただし、ASC第815号の要件に基づく会計目的上、これらのデリバティブはヘッジとみなされない。これらのデ
リバティブ商品の公正価値の変動額は損益計算書においてデリバティブに係る実現利益または未実現評価益の
純変動額として反映されている。

次の表は2019年2月28日に終了した年度に係る損益計算書に含まれる、デリバティブに係る純損失を示す。

デリバティブ商品とヘッジ活動

外国為替先渡契約

*購入活動に基づく当年度中の平均活動
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ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド

　損益計算書

2019年2月28日に終了した会計年度
2019
JPY

投資収益
受取利息 959,894,757

投資収益合計 959,894,757

費用
管理報酬 8,230,528
運用報酬 45,725,187
受託者報酬 544,667
専門家報酬 6,386,995
保管報酬 4,334,962
その他費用 610,351

ファンド費用合計 65,832,690

投資純利益 894,062,067

実現純損失および未実現利益の変動額
実現損失
投資有価証券 （1,078,620,777）
外国為替取引および外国為替先渡契約 47,038,262
実現純損失 （1,031,582,515）

未実現評価益の変動額
投資有価証券 88,491,692
外国為替取引および外国為替先渡契約 13,213,587
未実現評価益の純変動額 101,705,279

実現純損失および未実現利益の変動額 （929,877,236）

運用による純資産の純減少額 （35,815,169）
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種類・項目
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）

ケイマン籍円建外国投資信託
運用の基本方針
基本方針 利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・運用にあたっては、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する社債を主な投資対象

とし、利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
・ファンドの純資産総額の10％までは、オーストラリアの企業などが発行する社債にも投資す
ることができます。

・実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行
ないます。

主な投資制限 ・取得時において、Ｓ＆Ｐ社またはムーディーズ社の格付がCCC+/Caa1 格以下の債券への投
資は、ファンドの純資産総額の10％以下とします。

・ソブリン債の投資比率は、ファンドの純資産総額の10％以下とします。
・株式への投資は行ないません。
・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的
な運用に資することを目的とします。

収益分配 原則として、毎月８日（休日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。なお、管理会社の判断に
より収益分配を行なわないことがあります。

ファンドに係る費用
信託報酬など 純資産総額に対して年率0.64％以内

（国内における消費税等相当額はかかりません。）
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧

問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
投資顧問会社 日興アセットマネジメント アジア リミテッド
管理会社 日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド
信託期間 2109年12月31日まで
決算日 原則として、毎年２月末日
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種類・項目
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）

ケイマン籍円建外国投資信託
運用の基本方針
基本方針 利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・運用にあたっては、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する社債を主な投資対象

とし、利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
・ファンドの純資産総額の10％までは、オーストラリアの企業などが発行する社債にも投資す
ることができます。

・実質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。
主な投資制限 ・取得時において、Ｓ＆Ｐ社またはムーディーズ社の格付がCCC+/Caa1格以下の債券への投

資は、ファンドの純資産総額の10％以下とします。
・ソブリン債の投資比率は、ファンドの純資産総額の10％以下とします。
・株式への投資は行ないません。
・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的
な運用に資することを目的とします。

収益分配 原則として、毎月８日（休日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。なお、管理会社の判断に
より収益分配を行なわないことがあります。

ファンドに係る費用
信託報酬など 純資産総額に対して年率0.64％以内

（国内における消費税等相当額はかかりません。）
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧

問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
投資顧問会社 日興アセットマネジメント アジア リミテッド
管理会社 日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド
信託期間 2109年12月31日まで
決算日 原則として、毎年２月末日
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2018年12月31日現在
グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド

　投資明細表

普通株式（96.30%）

オーストラリア（0.72%）

大型スーパーマーケット・
スーパーマーケット（0.52%）

小売（0.20%）

オーストラリア合計（取得原価：305,301,284円）

ケイマン諸島（1.08%）

カジノ・ゲーム（1.08%）

ケイマン諸島（取得原価：480,316,148円）

カナダ（4.65%）

キャピタル・マーケッツ（0.19%）

保険（1.76%）

保険合計

電気通信（2.70%）

電気通信合計

カナダ合計（取得原価：1,968,528,558円）

公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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ドイツ（3.90%）

化学（0.50%）

ドイツ合計（取得原価：1,713,349,010円）

フィンランド（1.16%）

紙製品・林産品（1.16%）

保険（3.03%）

保険合計

メディア（0.37%）

電気設備（0.79%）

フィンランド合計（取得原価：544,111,617円）

フランス（4.11%）

保険（0.30%）

石油・ガス（2.09%）

医薬品（0.93%）

フランス合計（取得原価：1,820,495,301円）

普通株式（続き） 公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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香港（1.22%）

資本財（0.40%）

不動産（0.37%）

電気通信（0.45%）

香港合計（取得原価：463,517,157円）

アイルランド（1.33%）

電気設備（1.33%）

電力（1.07%）

石油・ガス（0.34%）

アイルランド合計（取得原価：574,498,741円）

イタリア（1.41%）

イタリア合計（取得原価：540,980,811円）

日本（4.73%）

航空会社（1.07%）

普通株式（続き） 公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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日本（4.73%）（続き）

保険（1.11%）

日本合計（取得原価：1,992,702,692円）

家庭用品（0.21%）

自動車（0.89%）

不動産（0.43%）

オランダ（1.82%）

人事（0.28%）

ノルウェー（1.28%）

食品（0.99%）

商社・流通（1.23%）

化学（1.33%）

オランダ合計（取得原価：876,227,771円）

普通株式（続き） 公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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ノルウェー（1.28%）（続き）

ノルウェー合計（取得原価：557,970,007円）

電気通信（0.29%）

ニュージーランド（0.99%）

電気通信（0.99%）

ニュージーランド合計（取得原価：354,699,745円）

ポルトガル（1.20%）

電力（0.32%）

石油・ガス（0.88%）

ポルトガル合計（取得原価：533,553,657円）

シンガポール（2.26%）

銀行（1.23%）

電気通信（0.38%）

運輸（0.65%）

シンガポール合計（取得原価：951,001,336円）

普通株式（続き） 公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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スペイン（1.06%）

スペイン合計（取得原価：385,905,098円）

スイス（8.21%）

電気設備（1.10%）

医薬品（7.11%）

医薬品合計

スイス合計（取得原価：3,144,767,559円）

英国（8.68%）

農業（0.40%）

キャピタル・マーケッツ（1.07%）

耐久消費財・衣料（4.05%）

耐久消費財・衣料合計

電力（1.06%）

普通株式（続き） 公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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英国（8.68%）（続き）

保険合計

医薬品（0.25%）

保険（1.99%）

小売（0.92%）

英国合計（取得原価：4,040,248,611円）

米国（46.49%）

航空宇宙・防衛（1.61%）

農業（3.43%）

飲料（4.50%）

農業合計

飲料合計

カジノ・ゲーム（1.19%）

通信機器（4.69%）

普通株式（続き） 公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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米国（46.49%）（続き）

電気設備（1.43%）

電力（1.66%）

家庭用品（4.96%）

情報技術サービス合計

情報技術サービス（1.98%）

総合公益事業（1.39%）

総合公益事業合計

石油・ガス（4.43%）

石油・ガス合計

医薬品（7.20%）

医薬品合計

電力合計

普通株式（続き） 公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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米国（46.49%）（続き）

小売合計

電気通信合計

小売（0.47%）

半導体（1.12%）

電気通信（6.43%）

米国合計（取得原価：19,450,604,620円）

普通株式合計（取得原価：40,698,779,723円）

為替先渡契約

金融資産純額合計

その他の純資産

純資産合計

普通株式（続き） 公正価値（円）

純資産価額に
占める割合
（％）元本
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為替先渡契約

　2018年12月31日現在、ファンドはカストディアンに以下の為替先渡契約を保有していた。

契約金額
買建／（売建） 種別 満期日

円貨受取／
（支払）

外貨受取／
（支払） 未実現（損）益

円 円 円
（41,865） US Dollar 04-Jan-19 4,624,416 （4,590,878） 33,538
（72,488） US Dollar 07-Jan-19 7,984,509 （7,946,953） 37,556

為替先渡契約に係る未実現益： 71,094

　円建以外の為替先渡契約は米ドル建のクロス為替先渡契約である。ただし、米ドル建の為替先渡
契約は円とのクロス先渡契約である。
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　損益計算書

2018年12月31日に終了した年度
（単位：日本円）

投資収益：
配当収入（源泉税350,580,960円控除後） JPY 1,192,721,681
利息収入 1,192,827

　投資収益合計 1,193,914,508

費用：
支払利息 1,759,362
管理報酬 17,417,584
運用報酬 224,497,421
専門家報酬 4,636,191
受託者報酬 3,541,727
保管費用 24,326,739
その他費用 1,944,350

　投資費用合計 278,123,374

投資純利益 915,791,134

実現純損失および未実現損失の純変動額
実現損失
　投資有価証券 47,650,169
　外貨取引および為替先渡契約 （99,655,180）
　　実現純損失 （52,005,011）

未実現評価損の変動額
　投資有価証券 （6,462,376,778）
　外貨取引および為替先渡契約 17,905,132
　　未実現評価損の純変動額 （6,444,471,646）

　　実現純損失および未実現損失の純変動額 （6,496,476,657）

運用による純資産の純減少額 JPY （5,580,685,523）

グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド
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