
グローバル・スペース株式ファンド
（１年決算型）
交付運用報告書

追加型投信／内外／株式

第４期（決算日2022年６月７日）

作成対象期間（2021年６月８日～2022年６月７日）

第４期末（2022年６月７日）
基 準 価 額 14,802円
純 資 産 総 額 36,185百万円

第４期
騰 落 率 △13.8％
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、「グローバル・スペース株式ファンド	
（１年決算型）」は、2022年６月７日に第４期の
決算を行ないました。
　当ファンドは、主として、「グローバル・スペー
ス株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行な
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
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。

＜644404＞

010_4062253632208_644404.indd   1010_4062253632208_644404.indd   1 2022/07/21   9:47:302022/07/21   9:47:30



1

グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

運用経過
期中の基準価額等の推移

純資産総額（右軸）FactSet Global Extended Space Index （配当込、円ベース）（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）基準価額（左軸）

（百万円）（円）
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期　首：17,171円
期　末：14,802円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：	△13.8％	（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およびFactSet�Global�Extended�Space�Index（配当込、円ベース）は、期首（2021年６月７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）�FactSet�Global�Extended�Space�Index（配当込、円ベース）は当ファンドの参考指数です。

（2021年６月８日～2022年６月７日）

○基準価額の主な変動要因
　当ファンドは、主として、「グローバル・スペース株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、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＞
・�新型コロナウイルスの変異株やインフレを巡る懸念をこなしつつ、好調なマクロ経済指標や企業業績
動向などを背景に、2021年末までの、期間の前半に主要株式市場がグロース株を牽引役に上昇を続
けたこと。

・�米国の利上げペースの加速化観測や欧米金利の上昇などを背景にアメリカドルや主要通貨に対して円
安が進んだこと。
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

項　　　　　目
当　　　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
309

（150）

（150）

（	 	 9）

％
1.925

（0.935）

（0.935）

（0.055）

（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

（株式）

11

（	 11）

0.069

（0.069）

（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

（株式）

4

（	 	 4）

0.026

（0.026）

（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）

6

（	 	 3）

（	 	 1）

（	 	 3）

0.040

（0.019）

（0.004）

（0.017）

（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 330 2.060
期中の平均基準価額は、16,042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）	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。

１万口当たりの費用明細 （2021年６月８日～2022年６月７日）

＜値下がり要因＞
・�金利の上昇やインフレ懸念、ロシア・ウクライナ情勢の深刻化、米国の利上げペースの加速化懸念な
どを受けて世界的にリスクオフが拡がり、2022年の年初からの期間の後半に主要株式市場が大幅に
下落したこと。
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3

グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

（参考情報）
○総経費率
期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除
した総経費率（年率）は1.98％です。

（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）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（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。

運用管理費用
（投信会社）
0.94%

運用管理費用
（受託会社）
0.06%

その他費用
0.04%

運用管理費用
（販売会社）
0.94%

総経費率
1.98％

当ファンド
1.98%
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

純資産総額（右軸）FactSet Global Extended Space Index （配当込、円ベース）（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）基準価額（左軸）

（百万円）（円）
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設定日

2019年６月７日
決算日

2020年６月８日
決算日

2021年６月７日
決算日

2022年６月７日
決算日

基準価額 （円） 10,000 10,068 11,864 17,171 14,802
期間分配金合計（税込み） （円） ― 0 0 0 0
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 0.7 17.8 44.7 △13.8
FactSet	Global	Extended	Space	
Index（配当込、円ベース）騰落率 （％） ― △2.0 △4.4 28.0 19.2

純資産総額 （百万円） 100 1,300 1,637 31,225 36,185
（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、2019年６月７日の騰落率は設定当初との比較

です。
（注）	 	FactSet	Global	Extended	Space	Index（配当込、円ベース）は当ファンドの参考指数です。
	 参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです。

最近５年間の基準価額等の推移 （2017年６月７日～2022年６月７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）� �FactSet�Global�Extended�Space�Index（配当込、円ベース）は、設定時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）� �当ファンドの設定日は2018年８月13日です。
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

投資環境 （2021年６月８日～2022年６月７日）

（株式市況）
　世界の主要株式市場は、期間の初めと比べて下落しました。
　期間の前半は、市場は大きく上昇しました。期間の初めから2021年８月末にかけては、景気回復を
示すマクロ経済指標や、好調な企業業績動向、米国の１兆アメリカドル規模のインフラ投資法案の上院
可決などを好材料に良好なセンチメントが続きました。新型コロナウイルスのデルタ型変異株による感
染拡大や、世界的なインフレ過熱懸念、中国の産業規制強化懸念などをこなしつつ、主要株式市場はグ
ロース株を牽引役に史上最高値を追う上昇基調が続きました。しかしその後９月は、米国の年内テーパ
リング（量的緩和の縮小）開始観測が拡がるなかで、サプライチェーン（供給網）問題や、景気減速懸念、
エネルギー価格急騰や物価上昇圧力などがセンチメントの悪化要因となりました。中国の不動産開発大
手のデフォルト（債務不履行）リスクや米国長期金利の上昇を受けたテクノロジー株への売り圧力も下
押し材料となり、市場は上昇一服となりました。10月からは、米国の債務上限問題や中国の不動産開発
大手のデフォルト懸念の後退などからセンチメントが回復し、新たなオミクロン型変異株の出現やイン
フレなどが懸念材料となりつつも、変異株の重症化リスクが低いことやワクチンの有効性が示されると
過度の警戒感が薄れ、主要株式市場は年末にかけて史上最高値を更新しました。
　2022年の年初からの、期間の後半は、市場は大幅に下落しました。米国の金融政策の転換への警戒
感や、インフレ懸念、金利の急伸、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻、対露制裁を受けたエネル
ギー価格の急騰などの悪材料が重なって世界的にリスクオフが拡がり、市場は３月上旬まで下げ幅を急
速に拡大しました。その後３月末にかけては、根強いインフレ懸念などをこなしつつ、良好な企業決算
やロシアとウクライナとの間の停戦交渉期待などから買い戻しが進み、市場は一旦急反発しました。し
かし４月からは、米国の消費者物価指数（ＣＰＩ）の急伸を受けて利上げペースの加速化観測が拡がり、
米国長期金利が急上昇したほか、中国本土の新型コロナウイルスの感染拡大に伴なうロックダウン（都
市封鎖）の長期化懸念などから世界的な景気減速懸念が拡がり、主要株式市場はグロース株を中心に大
幅に下落しました。その後も、米国の雇用統計やＣＰＩの上振れを受けて高水準のインフレ継続と金融
引き締め懸念が根強い重しとなったほか、アメリカドル高の進行、企業決算の下振れなども悪材料とな
り、市場は５月上旬に年初来の下値を切り下げました。期間末にかけては中国のロックダウン解除期待
などからやや反発しましたが、期間中の大きな下げを埋めるには至らず、主要株式市場は下落して期間
末を迎えました。
　為替市場では米国の早期テーパリングなどを織り込んで期間中にアメリカドルや主要通貨に対して円
安が進みました。特に期間末にかけては、米国の利上げペースの加速化観測や欧米の金利上昇を織り込
んだ円安の急進で円ベース・リターンは大きく押し上げられ、株式市場の期間中のリターンは円ベース
ではプラスとなりました。
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

円／ユーロの推移円／アメリカドルの推移 円／香港ドルの推移
（円）
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（2021年６月８日～2022年６月７日）当ファンドのポートフォリオ
（当ファンド）
　当ファンドは、「グローバル・スペース株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行な
いました。

（グローバル・スペース株式マザーファンド）
　期間中は、以下のようなプロセスに従って銘柄の売買を行ないました。すなわち、市場が上昇局面に
あるときは、時価総額が大きく流動性の高い銘柄を追加することで、ポートフォリオの幅を広げて多様
化させます。一方、市場の調整局面ではポートフォリオを最も確信のある銘柄に投資を集中させ、市場
の上昇局面で購入した時価総額が大きく流動性の高い銘柄を売却します。期間中のポートフォリオは、
購入よりも売却の割合が多くなりました。
　主な投資行動としては、厳しい市場環境を利用して、米国の無人小型機製造企業Aerovironment�Inc.
などの確信度の高い銘柄の投資比率を高めました。同社は米国政府への小型無人航空システムの最大プ
ロバイダーです。防衛機器は要件が非常に厳しいことから、他の産業でのニーズを満たすシステムの転
用に直ちに役立つことを評価しました。ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、当該銘柄および防衛関
連銘柄の株価が幅広く上昇しました。一方、確信の度合いの変化により、Palantir�Technologies� Inc.
の組入れを解消しました。同社は政府関連の売上の減速が続いており、競争の激化によって政府関連事
業セクターの成長が妨げられると考えたことによります。また、Netflix� Inc.なども売却し、より確信度
の高い銘柄への入れ替えを行ないました。他方、ポートフォリオでは、中国政府による規制強化などを
受けて保有する中国銘柄の多くを売却、または投資比率を引き下げました。中国は、中長期的には技術
革新に高い優先順位を置いていると考えられますが、短期的には新しい「三人っ子政策」のような政策
手段を用いて負の人口動態に対処するために、富と機会の分配の平等を重視しています。ポートフォリ
オでは中国の変化の状況を引き続き注視し、中国の動きに影響を受ける様々な企業に対する確信度を中
長期的に評価していく考えです。

（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

（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４期

2021年６月８日
～2022年６月７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 4,801

（単位：円、１万口当たり、税込み）

分配金 （2021年６月８日～2022年６月７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

当ファンドのベンチマークとの差異 （2021年６月８日～2022年６月７日）

　当ファンドは運用の目標となるベンチマークを
設けておりません。
　グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の
騰落率です。

基準価額 FactSet Global Extended Space Index（配当込、円ベース）

（％）

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

第4期
2022/6/7

（注）� �基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）� �FactSet�Global�Extended�Space�Index（配当込、円ベース）は

当ファンドの参考指数です。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

今後の運用方針
（当ファンド）
　引き続き、ファンドの基本方針に則り、「グローバル・スペース株式マザーファンド」受益証券を原則
として高位に組み入れて運用を行ないます。

（グローバル・スペース株式マザーファンド）
　宇宙産業は「離陸」目前と考えています。かつては独占企業主体かつ官僚的な業界でしたが、ロケッ
トと人工衛星にかかるコストの下落により、現在ではそれが根底からくつがえされようとしています。
ディープラーニング（深層学習）、モバイルコネクティビティ（無線接続）、センサー、３Ｄプリンティ
ング、ロボット工学などの進歩の結果、これまでは増加していた事業コストが減少に転じはじめてお
り、これらによって、今後は人工衛星の打ち上げや、着陸が可能なロケットの開発などが劇的に増加す
る可能性があります。実際、地球の周回軌道に打ち上げられ作動している人工衛星は、2020年末時点
で3,300基をわずかに超えるほどですが、企業が今後10年間に打ち上げを計画している人工衛星は、す
でにその10倍近くに達しています。衛星利用測位システム（ＧＰＳ）ナビゲーションからクレジットカー
ドの迅速なオーソリゼーション（利用枠確認）まで、人工衛星を経由するデータはすでに人々の目に見
えないところで日常生活の基盤になっており、先進的な宇宙・衛星技術が提供するソリューションへの
依存度は、これからますます高まることになるとみています。当ファンドでは、物流や警備、農業、電
気通信、ドローンなどのシステムを劇的に変革し、そして、人類を火星に送り込むことまでも予想され
ているこの新しい宇宙時代へと人々を導く企業に投資し、その成長を享受したいと考えています。
　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。

　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。
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2018年８月13日から2028年６月７日までです。

運 用 方 針 主として、「グローバル・スペース株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、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。

主 要 投 資 対 象

グローバル・スペース株式ファンド
（１ 年 決 算 型）

「グローバル・スペース株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ます。

グローバル・スペース株式
マ ザ ー フ ァ ン ド

日本を含む世界の金融商品取引所上場株式（預託証券を含みます。）を主要
投資対象とします。

運 用 方 法
主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、宇宙関連ビジネスを行なう企業および
宇宙関連ビジネスの恩恵を受ける企業の株式に実質的に投資を行ない、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。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性などを
勘案して行ないます。外貨建資産への投資にあたっては、原則として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

お知らせ
　2021年６月８日から2022年６月７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。
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グローバル・スペース株式ファンド（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

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）

（％）

-40

-20

0

20

40

60

80

100

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

（2017年6月末～2022年5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）�2017年６月から2022年５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2019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。

（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 86.1 42.1 59.8 62.7 5.4 11.4 19.3
最小値 △17.7 △16.0 △12.4 △19.4 △4.0 △4.5 △9.4
平均値 20.3 9.6 17.1 11.8 0.1 3.7 3.3

《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。
当ファンドの参考指数について
●FactSet	Global	Extended	Space	Index（配当込、円ベース）
FactSet�Global�Extended�Space�Indexは、ファクトセット社が開発した世界の宇宙・衛星関連企業の株式で構成された指数です。主に１）商業航空宇
宙機器製造、２）防衛航空宇宙機器製造、３）衛星製造業者およびサービス・プロバイダー、４）実現技術サプライヤー関連企業を中心としています。
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ＪＰＸ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。
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

○組入上位ファンド

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

銘　柄　名 第４期末
％

グローバル・スペース株式マザーファンド 99.0
組入銘柄数 1銘柄

項　　　　　目
第４期末

2022年６月７日
純 資 産 総 額 36,185,403,129円
受 益 権 総 口 数 24,446,957,237口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 14,802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）�その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

（注）期中における追加設定元本額は9,097,988,838円、同解約元本額は2,836,264,586円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容

純資産等

（2022年６月７日現在）

親投資信託受益証券
99.0％

その他
1.0％

円
99.0％

その他
1.0％

日本
99.0％

その他
1.0％

グローバル・スペース株式マザーファンド
【基準価額の推移】

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 TRIMBLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 アメリカドル アメリカ 9.2 
2 KRATOS DEFENSE & SECURITY 資本財 アメリカドル アメリカ 8.0 
3 AEROVIRONMENT INC 資本財 アメリカドル アメリカ 7.1 
4 小松製作所 機械 円 日本 6.7 
5 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス アメリカドル アメリカ 6.0 
6 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 資本財 アメリカドル アメリカ 6.0 
7 STRATASYS LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 アメリカドル イスラエル 4.2 
8 BLADE AIR MOBILITY INC 運輸 アメリカドル アメリカ 3.9 
9 DASSAULT SYSTEMES SE ソフトウェア・サービス ユーロ フランス 3.0 
10 ARCHER AVIATION INC 資本財 アメリカドル アメリカ 3.0 

組入銘柄数 36銘柄

【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。

（2021年６月８日～2022年６月７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】

外国株式
92.8％

国内株式
6.7％

その他
0.5％

（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。
（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。

アメリカドル
83.7％

香港ドル
2.0％

円
6.7％

ユーロ
7.1％

その他
0.5％その他

2.0％

アメリカ
74.6％

オランダ 1.2％

イスラエル
6.3％

日本
6.7％

フランス
4.7％

スイス 2.5％
ケイマン諸島 2.0％

（円）

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

2021/7 2021/9 2021/11 2022/1 2022/3 2022/5

（2021年６月８日～2022年６月７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
（株 式）

12
（12

円

）
0.068

（0.068

％

）
（b）有 価 証 券 取 引 税

（株 式）
4

（ 4）
0.024

（0.024）
（c）そ の 他 費 用

（保 管 費 用）
3

（ 3）
0.019

（0.019）
合　　　計 19 0.111

期中の平均基準価額は、17,179円です。

（2022年６月７日現在）
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

組入上位ファンドの概要
グローバル・スペース株式マザーファンド

【基準価額の推移】

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 TRIMBLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 アメリカドル アメリカ 9.2 
2 KRATOS DEFENSE & SECURITY 資本財 アメリカドル アメリカ 8.0 
3 AEROVIRONMENT INC 資本財 アメリカドル アメリカ 7.1 
4 小松製作所 機械 円 日本 6.7 
5 IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス アメリカドル アメリカ 6.0 
6 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 資本財 アメリカドル アメリカ 6.0 
7 STRATASYS LTD テクノロジー・ハードウェアおよび機器 アメリカドル イスラエル 4.2 
8 BLADE AIR MOBILITY INC 運輸 アメリカドル アメリカ 3.9 
9 DASSAULT SYSTEMES SE ソフトウェア・サービス ユーロ フランス 3.0 
10 ARCHER AVIATION INC 資本財 アメリカドル アメリカ 3.0 

組入銘柄数 36銘柄

【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。

（2021年６月８日～2022年６月７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】

外国株式
92.8％

国内株式
6.7％

その他
0.5％

（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。
（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。

アメリカドル
83.7％

香港ドル
2.0％

円
6.7％

ユーロ
7.1％

その他
0.5％その他

2.0％

アメリカ
74.6％

オランダ 1.2％

イスラエル
6.3％

日本
6.7％

フランス
4.7％

スイス 2.5％
ケイマン諸島 2.0％

（円）

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

2021/7 2021/9 2021/11 2022/1 2022/3 2022/5

（2021年６月８日～2022年６月７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
（株 式）

12
（12

円

）
0.068

（0.068

％

）
（b）有 価 証 券 取 引 税

（株 式）
4

（ 4）
0.024

（0.024）
（c）そ の 他 費 用

（保 管 費 用）
3

（ 3）
0.019

（0.019）
合　　　計 19 0.111

期中の平均基準価額は、17,179円です。

（2022年６月７日現在）
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

【貸借対照表】
（単位：円）

第３期
2021年６月７日現在

第４期
2022年６月７日現在

資産の部
　流動資産
　　コール・ローン 847,590,122 740,852,898
　　親投資信託受益証券 30,516,904,358 35,819,179,752
　　流動資産合計 31,364,494,480 36,560,032,650
　資産合計 31,364,494,480 36,560,032,650
負債の部
　流動負債
　　未払解約金 30,923,497 19,339,790
　　未払受託者報酬 2,934,940 9,950,323
　　未払委託者報酬 99,789,932 338,313,250
　　未払利息 537 621
　　その他未払費用 5,440,802 7,025,537
　　流動負債合計 139,089,708 374,629,521
　負債合計 139,089,708 374,629,521
純資産の部
　元本等
　　元本 18,185,232,985 24,446,957,237
　　剰余金
　　　期末剰余金又は期末欠損金（△） 13,040,171,787 11,738,445,892
　　　（分配準備積立金） 943,127,213 829,344,946
　　元本等合計 31,225,404,772 36,185,403,129
　純資産合計 31,225,404,772 36,185,403,129
負債純資産合計 31,364,494,480 36,560,032,650
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グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型）

【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第３期
自　2020年６月９日
至　2021年６月７日

第４期
自　2021年６月８日
至　2022年６月７日

営業収益
　受取利息 21 63
　有価証券売買等損益 1,285,803,424 △4,965,765,048
　営業収益合計 1,285,803,445 △4,965,764,985
営業費用
　支払利息 24,795 101,596
　受託者報酬 3,352,678 20,356,602
　委託者報酬 113,995,211 692,128,914
　その他費用 5,474,168 7,857,979
　営業費用合計 122,846,852 720,445,091
営業利益又は営業損失（△） 1,162,956,593 △5,686,210,076
経常利益又は経常損失（△） 1,162,956,593 △5,686,210,076
当期純利益又は当期純損失（△） 1,162,956,593 △5,686,210,076
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（△） 281,015,256 △200,467,952

期首剰余金又は期首欠損金（△） 257,276,303 13,040,171,787
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,478,331,292 6,211,257,829
　当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 ― ―
　当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 12,478,331,292 6,211,257,829
剰余金減少額又は欠損金増加額 577,377,145 2,027,241,600
　当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 577,377,145 2,027,241,600
　当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 ― ―
分配金 ― ―
期末剰余金又は期末欠損金（△） 13,040,171,787 11,738,445,892
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