
ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド
＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

交付運用報告書
追加型投信／海外／債券

第63期（決算日2015年５月20日） 第64期（決算日2015年６月22日） 第65期（決算日2015年７月21日）
第66期（決算日2015年８月20日） 第67期（決算日2015年９月24日） 第68期（決算日2015年10月20日）

作成対象期間（2015年４月21日～2015年10月20日）

第68期末（2015年10月20日）
基 準 価 額 5,636円
純 資 産 総 額 4,971百万円

第63期　～　第68期
騰 落 率 △6.1％
分配金（税込み）合計 480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、「ＳＭＢＣ・日興	世銀債ファンド」は、
2015年10月20日に第68期の決算を行ないまし
た。
　当ファンドは、主として、各国通貨建ての世界
銀行債券を投資対象とする投資信託証券に投資
を行ない、安定した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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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

○基準価額の推移
　第63期首6,498円の基準価額は、第68期末に5,636円（分配後）となり、分配金を加味した騰落率は
△6.1％となりました。
○基準価額の主な変動要因
　当ファンドは、主として、各国通貨建ての世界銀行債券を投資対象とする投資信託証券に投資を行な
い、安定した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＞
・グリーンボンドなどの世界銀行債券からの利息収入を得たこと。
・�インドルピーやニュージーランドドル建てなどの世界銀行債券の利回りが低下（債券価格は上昇）し
たこと。

・イギリスポンド、アメリカドルが対円で上昇したこと。
＜値下がり要因＞
・ブラジルレアル、コロンビアペソ、ニュージーランドドルなど多くの通貨が対円で下落したこと。
・ブラジルレアル建ての世界銀行債券の利回りが上昇（債券価格は下落）したこと。

第63期首：6,498円　
第68期末：5,636円（既払分配金（税込み）：480円）
騰 落 率：	 △6.1%（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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
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（2015年４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。

（2015年４月21日～2015年10月20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）

（百万円）（円）
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

項　　　　　目
第63期～第68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）

30

（		9）

（20）

（		1）

0.486

（0.146）

（0.324）

（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）

2

（		0）

（		1）

0.025

（0.003）

（0.022）

（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 32 0.511
作成期間の平均基準価額は、6,156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 （2015年４月21日～2015年10月20日）
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

2010年10月20日
決算日

2011年10月20日
決算日

2012年10月22日
決算日

2013年10月21日
決算日

2014年10月20日
決算日

2015年10月20日
決算日

基準価額 （円） 9,683 7,965 7,602 8,102 7,228 5,636
期間分配金合計（税込み） （円） ― 1,200 1,200 980 960 960
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― △	 	 6.1 11.2 19.8 1.1 △	 	 9.6
純資産総額 （百万円） 14,883 9,724 7,869 6,476 5,162 4,971
（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 （2010年10月20日～2015年10月20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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
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、2010年10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。

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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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

投資環境 （2015年４月21日～2015年10月20日）

（債券市況）
　期間の初めは欧米の短期債券利回りは上昇しました。これは、FRB（米国連邦準備制度理事会）が年
内に利上げに踏み切る可能性が高いことが鮮明となったことによるものです。しかし、年内の利上げの
可能性が遠のいたことから期間末にかけて欧米の短期債券利回りは低下しました。期間中は、米国の利
上げ時期に対する懸念が市場を取り巻きました。当初2015年６月と予想された利上げ時期が９月に後
ずれするなか、アメリカドルが強含む一方、新興国通貨や資源国通貨が急落しました。中国の景気減速
懸念も市場の注目を浴びました。2015年年初より上昇していた中国株式が６月中旬以降急落し、その
上昇幅を失った影響から、中国経済の減速は市場予想以上に起きているのではないかとの見方が高まり
ました。また、ブラジル経済に対する悲観的な見方も高まりました。政府の経済成長見通しは引き下げ
られ、2016年予算案は基礎的財政収支が対GDP（国内総生産）比でマイナスとなりました。厳しすぎ
る緊縮策には与党内からも反対意見が出るなど、政策運営に対する政治的不透明感が高まりました。財
政再建の遅れから格付け機関が外貨建てブラジル国債の格付けを投資適格からBB＋に引き下げたことも
嫌気されました。原油価格や商品価格の下落は、原油や商品を主に輸出していた新興国経済にとってマ
イナスに働きました。

（国内短期金利市況） 
　無担保コール翌日物金利は、期間中、概ね0.05～0.09％の範囲で安定的に推移しました。国庫短期証
券（TB）３ヵ月物金利は、期間の初めから2015年６月にかけて、概ね0.00％近辺でもみ合いの推移と
なりました。７月には、ギリシャの債務問題を背景としたユーロ圏からの資金流入などもあり－0.07％
台まで低下する局面があったものの、その後８月にかけては、0.00％近辺でもみ合いの推移となりまし
た。９月は、決算期末を控えた金融機関からのTB需要の増加などから一時的に－0.03%台に低下しまし
たが、期間末にかけては、0.00％近辺へ上昇しました。
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

当ファンドのポートフォリオ
（当ファンド）
　当ファンドは、収益性を追求するため、「ＷＢグリーンファンド�クラスＡ」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。

（ＷＢグリーンファンド クラスＡ）
　期間中、ブラジルの組入比率を引き下げました。これは、同国の政治情勢が問題含みであることを踏
まえての措置です。その一方で、インド政府の構造改革への取り組みに対しては楽観的な見方を強め、
インドの組入比率を引き上げました。先進国市場ではノルウェーの組入比率を大幅に引き下げました。
原油安に伴い同国の経済見通しが悪化したためです。これに対して、英国とコロンビアを組み入れまし
た。英国では2015年５月に総選挙が行なわれ、与党保守党が単独過半数の議席を獲得するという予想外
の結果に終わりました。これにより、政治的な不安材料が取り除かれることになり、同国に対する先行
き見通しが大幅に改善しました。コロンビアについては、世界的な原油安に伴って大幅に下落した通貨
ペソが、インフレ調整ベースで極めて割安な水準となっていることから、期間末に同国を組み入れまし
た。�
　期間末時点では、メキシコ、ブラジル、トルコ、米国、インド、オーストラリア、ノルウェー、英
国、南アフリカ、ニュージーランド、コロンビアの通貨建ての世界銀行債券に分散投資を行ないまし
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。

（注）� �基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

　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。
　下記のグラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2015年４月21日～2015年10月20日）

基準価額（期別騰落率）

第65期
2015/７/21

第64期
2015/６/22

第63期
2015/５/20

第66期
2015/８/20

第67期
2015/９/24

第68期
2015/10/20

（％）
6.0
4.0

基準価額

－10.0

－6.0
－8.0

－4.0
－2.0
0.0
2.0

当ファンドのベンチマークとの差異

（2015年４月21日～2015年10月20日）
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

（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。

分配金 （2015年４月21日～2015年10月20日）

　第63期～第68期における分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下の通りといたしました。
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。

項　　　目
第63期 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

2015年４月21日　
　～2015年５月20日

2015年５月21日　
　～2015年６月22日

2015年６月23日　
　～2015年７月21日

2015年７月22日　
　～2015年８月20日

2015年８月21日　
　～2015年９月24日

2015年９月25日　
　～2015年10月20日

当期分配金 80 80 80 80 80 80
（対基準価額比率） 1.214％ 1.232％ 1.257％ 1.318％ 1.435％ 1.400％
当期の収益 80 80 80 80 80 80
当期の収益以外 ― ― ― ― ― ―

翌期繰越分配対象額 646 653 660 667 675 686

（単位：円、１万口当たり、税込み）
○分配原資の内訳
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

今後の運用方針
（当ファンド）
　引き続き、「ＷＢグリーンファンド�クラスＡ」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。

（ＷＢグリーンファンド クラスＡ）
　ここ数ヵ月間、米国の経済指標が製造業や輸出を中心に弱含んでいることを受けて、アメリカドルが
勢いを失い始めています。こうした状況を踏まえて、FRBの利上げ開始時期が2016年に先送りされると
いう予想が大勢を占めつつありますが、2015年12月に利上げが開始される可能性も多少残されていま
す。したがって、短期的には、アメリカドルへの投資は一定限度の範囲内にとどめていますが、アメリ
カドルが大幅に反落するような局面があれば、買いの好機として投資を検討します。また、引き続きノ
ルウェーの組入比率を引き下げるタイミングを模索しており、その場合には、主に英国の組入比率の引
き上げを検討します。新興国市場の中では、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）が良好なメキシ
コやインドを選好していきます。また、ブラジルやトルコの組入比率も引き続き高水準に維持する方針
です。政治的リスクを背景にして、ブラジルやトルコの通貨は適正価値に対して売られ過ぎた水準にあ
るとみており、当ファンドでは、両国の政治的リスクは誇張され過ぎているという見方をしています。
　このような見通しの下、引き続き、グリーンボンドなどの世界銀行債券を中心に分散投資を行なう方
針です。原則として、相対的に利回りの高い通貨の組入比率を高めに維持し、高い利息収入の獲得をめ
ざします。
　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、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。
　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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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2010年２月19日から2024年10月21日までです。

運 用 方 針
主として、世界銀行の発行する債券を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、安定した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
｢ＷＢグリーンファンド	クラスＡ」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
グリーンボンドをはじめ、各国通貨建ての世界銀行債券（世銀債）を主な投資対象とします。グリーンボン
ドの組入比率は、原則として30％以上をめざします。世銀債の中でも、相対的に利回りの高い通貨建ての債
券を中心に厳選することで、信用リスクを抑えながら、より高い利子収入の獲得をめざします。

分 配 方 針 毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

お知らせ

当ファンドの概要

　2015年４月21日から2015年10月20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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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

（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
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当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 新興国債先進国債

（2010年10月末～2015年９月末）

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）

（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）� �2010年10月から2015年９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2011年２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。

※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

（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。

《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�－�ボンド・パフォーマンス・インデックス国債
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）

（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 36.0 65.0 65.7 47.4 4.5 34.9 43.7
最小値 △14.9 △17.0 △13.6 △22.8 0.4 △12.7 △12.4
平均値 5.6 15.8 20.5 9.9 2.3 9.7 7.9
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

○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68期末
％

ＷＢグリーンファンド	クラスＡ 98.4
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

項　　　　　目
第63期末 第64期末 第65期末 第66期末 第67期末 第68期末

2015年５月20日 2015年６月22日 2015年７月21日 2015年８月20日 2015年９月24日 2015年10月20日
純 資 産 総 額 5,157,289,537円 5,759,089,883円 5,691,265,973円 5,399,356,547円 4,867,806,652円 4,971,055,228円
受 益 権 総 口 数 7,922,140,514口 8,980,672,369口 9,055,965,982口 9,011,183,270口 8,858,365,726口 8,820,761,386口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 6,510円 6,413円 6,285円 5,992円 5,495円 5,636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います。

（注）当作成期間（第63期～第68期）中における追加設定元本額は1,794,182,591円、同解約元本額は800,070,089円です。

国内投資信託受益証券
98.4％

親投資信託受益証券
0.1％

その他
1.5％

円
98.5％

その他
1.5％

ケイマン諸島
98.4％

日本
0.1％

その他
1.5％

当ファンドのデータ
組入資産の内容

純資産等

（2015年10月20日現在）
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

組入上位ファンドの概要
ＷＢグリーンファンド クラスＡ

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 IBRD 7.5% 05-Mar-20 外国債券 メキシコペソ 国際機関 17.0
2 IBRD 9.5% 02-Mar-17 外国債券 ブラジルレアル 国際機関 11.6
3 IBRD 3.75% 19-May-17 外国債券 ノルウェークローネ 国際機関 11.4
4 IBRD 7% 07-Jun-23 外国債券 南アフリカランド 国際機関 8.1
5 IBRD 8.25% 04-Mar-22 外国債券 トルコリラ 国際機関 7.0
6 IBRD 6% 20-Dec-16 外国債券 インドルピー 国際機関 6.3
7 IBRD 3.75% 10-Feb-20 外国債券 ニュージーランドドル 国際機関 5.3
8 IBRD 4.25% 24-Jun-25 外国債券 オーストラリアドル 国際機関 5.0
9 IBRD 2.125% 03-Mar-25 外国債券 アメリカドル 国際機関 5.0
10 IBRD 10% 02-Mar-17 外国債券 トルコリラ 国際機関 4.6

組入銘柄数 16銘柄

（2014年３月１日～2015年２月28日）

【組入上位10銘柄】

【１万口当たりの費用明細】

（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】

外国債券
96.5%

その他
3.5%

（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。

オーストラリアドル
8.6%

その他
15.1%

メキシコペソ
18.3%

トルコリラ
11.7%

ブラジルレアル
16.1%

ノルウェークローネ
11.4%

アメリカドル
10.7%

南アフリカランド
8.1%

国際機関
96.5%

その他
3.5%

　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。

（円）

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

2014/2/28 2014/4/30 2014/6/30 2014/8/31 2014/10/31 2014/12/31

（2014年３月１日～2015年２月28日）
【基準価額の推移】

（2015年２月28日現在）
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マネー・アカウント・マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 第550回国庫短期証券 国債証券 円 日本 48.4
2 第548回国庫短期証券 国債証券 円 日本 12.9
3 第487回国庫短期証券 国債証券 円 日本 1.6
4 ― ― ― ― ―
5 ― ― ― ― ―
6 ― ― ― ― ―
7 ― ― ― ― ―
8 ― ― ― ― ―
9 ― ― ― ― ―
10 ― ― ― ― ―

組入銘柄数 3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。

（2014年10月15日～2015年10月13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】

国内債券
62.9％

その他
37.1％

（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。
※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。

円
62.9％

その他
37.1％

日本
62.9％

その他
37.1％

　該当事項はございません。

【基準価額の推移】
（円）

10,039

10,040

10,041

10,042

10,043

10,044

10,045

2014/11 2015/1 2015/3 2015/5 2015/7 2015/9

（2014年10月15日～2015年10月13日）

（2015年10月13日現在）
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

組入上位ファンドの概要
ＷＢグリーンファンド クラスＡ

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 IBRD 7.5% 05-Mar-20 外国債券 メキシコペソ 国際機関 17.0
2 IBRD 9.5% 02-Mar-17 外国債券 ブラジルレアル 国際機関 11.6
3 IBRD 3.75% 19-May-17 外国債券 ノルウェークローネ 国際機関 11.4
4 IBRD 7% 07-Jun-23 外国債券 南アフリカランド 国際機関 8.1
5 IBRD 8.25% 04-Mar-22 外国債券 トルコリラ 国際機関 7.0
6 IBRD 6% 20-Dec-16 外国債券 インドルピー 国際機関 6.3
7 IBRD 3.75% 10-Feb-20 外国債券 ニュージーランドドル 国際機関 5.3
8 IBRD 4.25% 24-Jun-25 外国債券 オーストラリアドル 国際機関 5.0
9 IBRD 2.125% 03-Mar-25 外国債券 アメリカドル 国際機関 5.0
10 IBRD 10% 02-Mar-17 外国債券 トルコリラ 国際機関 4.6

組入銘柄数 16銘柄

（2014年３月１日～2015年２月28日）

【組入上位10銘柄】

【１万口当たりの費用明細】

（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】

外国債券
96.5%

その他
3.5%

（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。
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ノルウェークローネ
11.4%

アメリカドル
10.7%

南アフリカランド
8.1%

国際機関
96.5%
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3.5%

　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。

（円）
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マネー・アカウント・マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 第550回国庫短期証券 国債証券 円 日本 48.4
2 第548回国庫短期証券 国債証券 円 日本 12.9
3 第487回国庫短期証券 国債証券 円 日本 1.6
4 ― ― ― ― ―
5 ― ― ― ― ―
6 ― ― ― ― ―
7 ― ― ― ― ―
8 ― ― ― ― ―
9 ― ― ― ― ―
10 ― ― ― ― ―

組入銘柄数 3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。

（2014年10月15日～2015年10月13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】

国内債券
62.9％

その他
37.1％

（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。
※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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　該当事項はございません。
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

　○東証株価指数（TOPIX、配当込）
　　�当指数は、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）
　　�当指数は、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）
　　�当指数は、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	－	ボンド・パフォーマンス・インデックス国債
　　�当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指

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、野村證券株式会社に帰属し
ます。

　○シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
　　�当指数は、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）
　　�当指数は、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。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
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ＳＭＢＣ・日興 世銀債ファンド＜愛称　世界銀行グリーンファンド＞

このたび、「ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド�＜世界銀行グリーンファンド＞」の2015年10月決算を迎え、三井
住友フィナンシャルグループ（当ファンドを販売する株式会社三井住友銀行・ＳＭＢＣ日興証券株式会社の２社）
は、当ファンドを通じて得られた収益の一部を、ユニセフ、日本赤十字社に寄付致しました。

その寄付の内容を、投資家の皆さまへ以下のとおりご報告致します。

記
単位：円�

寄付先
寄付元 日本赤十字社 ユニセフ 合計金額
三井住友銀行 628,303 628,303 1,256,606
ＳＭＢＣ日興証券 725,448 725,448 1,450,896
合計金額 1,353,751 1,353,751 2,707,502

三井住友フィナンシャルグループは、当ファンドを通じて投資家の皆さまに世界銀行債券への投資手段をご提供
しつつ、社会貢献に努めてまいります。引き続き、三井住友銀行・ＳＭＢＣ日興証券をご愛顧賜わりますよう、よ
ろしくお願い申しあげます。

「ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド ＜世界銀行グリーンファンド＞」寄付についてのご報告
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