
利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）
毎月分配型
交付運用報告書
追加型投信／内外／資産複合

第174期（決算日2018年７月17日） 第175期（決算日2018年８月15日） 第176期（決算日2018年９月18日）
第177期（決算日2018年10月15日） 第178期（決算日2018年11月15日） 第179期（決算日2018年12月17日）

作成対象期間（2018年６月16日～2018年12月17日）

第179期末（2018年12月17日）
基 準 価 額 7,677円
純 資 産 総 額 4,954百万円

第174期　～　第179期
騰 落 率 2.1％
分配金（税込み）合計 60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、「利回り財産３分法ファンド（不動産・
債券・株式）毎月分配型」は、2018年12月17
日に第179期の決算を行ないました。
　当ファンドは、主として、不動産、債券、株
式に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、
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。
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1

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）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174期首：7,577円
第179期末：7,677円（既払分配金（税込み）：60円）
騰 落 率： 	 2.1％	（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（2018年６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。

（2018年６月16日～2018年12月17日）

　当ファンドは、主として、不動産、債券、株式に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、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っております。また、各資産の組入比率は、不動
産が40％±10％、債券が50％±10％、株式が10％±5％を目途としています。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。

　米国長期金利の急激な上昇を警戒して米国株式を中心に世界的に株価が大幅に下落したこと（2018
年10月上旬～中旬）などが株式資産の値下がり要因となりました。投資対象国（オーストラリア、ニュー
ジーランド）の国債利回りが期間の初めと比べて低下（債券価格は上昇）したこと、投資対象国（アメ
リカ）の通貨が対円で上昇したことなどが債券資産の値上がり要因となりました。都心部のオフィス平
均空室率の低下や平均賃料の上昇を示す経済指標の発表を受けて不動産市況の好調が示唆されたことな
どが国内不動産投資信託の値上がり要因となりました。

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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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

項　　　　　目
第174期～第179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）

42

（19）

（20）

（	 3）

0.547

（0.252）

（0.263）

（0.033）

（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）

1

（	 0）

（	 1）

0.017

（0.006）

（0.011）

（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）その他費用

（保管費用）

（監査費用）

（その他）

0

（	 0）

（	 0）

（	 0）

0.004

（0.001）

（0.002）

（0.000）

（c）	 	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
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 43 0.568
作成期間の平均基準価額は、7,635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。

１万口当たりの費用明細 （2018年６月16日～2018年12月17日）
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3

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

2013年12月16日
決算日

2014年12月15日
決算日

2015年12月15日
決算日

2016年12月15日
決算日

2017年12月15日
決算日

2018年12月17日
決算日

基準価額 （円） 7,648 8,541 8,074 7,897 7,663 7,677
期間分配金合計（税込み） （円） ― 840 360 210 120 120
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 24.3 △	 	 1.4 0.5 △	 	 1.4 1.8
純資産総額 （百万円） 13,553 12,179 8,496 6,946 5,520 4,954
（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 （2013年12月16日～2018年12月17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）� �分配金再投資基準価額は、2013年12月16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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4

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

投資環境 （2018年６月16日～2018年12月17日）

（国内不動産投資信託市況）
　国内不動産投資信託市場では、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、期間の初めと比べて上昇しました。
　期間の初めから2018年９月下旬にかけては、日銀が金融政策決定会合で長期金利の変動幅の拡大を
容認したことなどを背景に国内長期金利が上昇したことなどがＲＥＩＴ価格の重しとなったものの、都
心部のオフィス平均空室率の低下や平均賃料の上昇を示す経済指標の発表を受けて不動産市況の好調が
示唆されたことや、米国が発動した中国に対する追加関税が低位にとどまったとして貿易摩擦に対する
警戒感が後退し、国内株式市場が底堅く推移したことなどが支援材料となり、東証ＲＥＩＴ指数（配当
込み）は上昇しました。10月上旬から期間末にかけては、中国経済の先行き不透明感、サウジアラビア
を巡る地政学的リスク、イタリアの財政問題など、世界経済の先行き不透明感を背景に国内株式市場が
下落したことなどがＲＥＩＴ価格の重しとなったものの、都心部オフィスの平均空室率の低下や平均賃
料の上昇を示す経済指標が発表され不動産市況の好調が示唆されたことや、原油価格の下落によるイン
フレ懸念の後退や米国の利上げペースの鈍化観測などを背景に米国長期金利が低下に転じたことを受
けて、国内長期金利が低下したことなどが支援材料となり、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は上昇しま
した。

（ジニーメイ・パス・スルー証券市況）
　貿易摩擦や追加関税を巡る懸念が一時的に緩和され、秩序ある利上げによりボラティリティ（変動性）
が抑制されたことからＭＢＳ（住宅ローン担保証券）セクターが堅調に推移する局面もありましたが、
エマージング市場の混乱、世界貿易や地政学的リスクに纏わる不透明感から金融市場のボラティリティ
が高まるなか、期間末にかけてＭＢＳのスプレッド（利回り格差）は拡大しました。不安定な市場環境で、
スプレッド・デュレーションが相対的に長い30年物パススルー証券は、相対的に低リスクである15年
物パススルー証券に劣後しました。
　ジニーメイ・パス・スルー証券は、利回りを追求する投資家（銀行や海外投資家）からの需要が減少
するなかで、銀行の流動性基準に関する米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の新規制案を要因としてコ
ンベンショナル証券に劣後しました。デュレーション（金利感応度）調整後の米国国債に対する超過リ
ターンはマイナスとなりました。

（海外債券市況）
　期間中の投資対象国の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。�
　米国国内については、経済活動が好調であることから、ＦＲＢは2018年に合計で４回の利上げが既
定路線となっていますが、パウエルＦＲＢ議長が米国の金利は中立水準に近づきつつあると示唆するな
ど、2019年については見通しづらくなっています。こうしたことから、金融政策の引き締めペースは
2019年に減速するとみられ、市場では2019年に１回の利上げが現在織り込まれています。
　ユーロ圏の成長モメンタムは、製造業セクターの低調さが主な要因となって引き続き鈍化していま
す。継続している労働市場の逼迫を受けて、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は量的緩和プログラムの削減を行
ない、2018年末には資産の純購入を終了する予定です。しかし、ドラギＥＣＢ総裁は、ユーロ圏の多
くの国でインフレが低下し始めているなか、利上げ予想について2019年後半またはそれ以降までは実
施する可能性が低いとし、利上げに対する姿勢を和らげました。また、イタリアでポピュリスト（大衆
迎合主義者）政権が緊縮財政を先送りし、欧州委員会が同国に対して財政赤字の超過に関する制裁手続
きを取るのが妥当と判断するなど、政治的リスクの高い状態が続きました。
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5

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

円／アメリカドルの推移
（円）
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（国内株式市況）
　国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、期間の初めと比べて下落しました。
　期間の初めから2018年７月上旬にかけては、米国と中国との間の貿易摩擦の激化が懸念されたこと
などから、ＴＯＰＩＸは下落しました。７月中旬から９月下旬にかけては、中国政府が示した内需拡大
策が中国景気の支えになると期待されたことや、米国が発動した中国製品に対する追加関税が景気に配
慮した税率にとどまったとの見方から両国の対立激化への懸念が後退したことなどを背景に、ＴＯＰＩ
Ｘは上昇しました。10月上旬から期間末にかけては、米国長期金利の急激な上昇を警戒して米国株式を
中心に世界的に株価が下落したことや、中国の通信機器大手幹部の逮捕を契機に、米国と中国との間の
貿易摩擦問題に対する警戒が再燃したことなどが株価の重しとなり、ＴＯＰＩＸは下落しました。

（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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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

（2018年６月16日～2018年12月17日）当ファンドのポートフォリオ
（当ファンド）
　主として、不動産、債券、株式に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、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した。債券への投資にあたっては、「Nikko�GNMA�Fund」「高
金利先進国債券マザーファンド」を通じて行ない、株式への投資にあたっては、「日本高配当利回り株式
マザーファンド」を通じて行ないました。
　不動産投資信託の投資は、国内の金融商品取引所に上場されているＪ－ＲＥＩＴへの投資を行ないまし
た。期間中は、市場動向や個別銘柄の成長性、収益性、流動性などを勘案し、ポートフォリオ内で比較し
て、割高と判断した銘柄を売却し、割安と判断した銘柄を買い付ける調整を行ないました。

（Nikko GNMA Fund）
　期間を通じて、ポートフォリオのポジション（エージェンシー・パススルー証券、ＤＵＳ（ファニー
メイ集合住宅ＭＢＳ）証券、ＣＭＯ（不動産抵当証券担保債券）を含むＭＢＳ全体）を機動的に調整し
ましたが、概ねアンダーウェイトから中立のポジションを維持しました。
　エージェンシー・パススルー証券の中では、ジニーメイ証券のアンダーウェイトを拡大し、コンベン
ショナル証券はアンダーウェイトを維持しました。その結果、エージェンシー・パススルー証券全体で
のアンダーウェイト幅は若干拡大しました。ジニーメイ証券の中では、クーポン4.0％の銘柄をオーバー
ウェイトからアンダーウェイトに移行した一方、クーポン3.5％の銘柄のアンダーウェイトを縮小しま
した。コンベンショナル証券の中では、30年物クーポン4.5％の銘柄のアンダーウェイトを若干拡大し
た一方、30年物クーポン4.0％の銘柄のアンダーウェイトは縮小しました。
　パススルー証券に比べてより安定したキャッシュフロー特性を評価し、ファニーメイＤＵＳ証券の保
有を維持しつつ、ＣＭＯの保有比率を引き上げました。
　デュレーションは中立からショートの間で機動的に調整しました。金利先物を用いて、ポートフォリ
オのデュレーションとイールドカーブ（利回り曲線）のポジションを調整しました。

（高金利先進国債券マザーファンド）
　期間中、投資対象国（通貨ベース）のうち、ユーロからカナダへの入替えを行ないました。カナダと
比較してユーロ圏の成長はより緩やかなものになるとみています。期間末時点における投資国（通貨ベー
ス）は、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、カナダの５ヵ国としました。
　ポートフォリオ全体のデュレーションに関しては、国ごとのデュレーションを調整し、ファンドへの
リターンの最大化に努めました。

（日本高配当利回り株式マザーファンド）
　原則として高配当利回りの株式の中から、今後の配当成長が期待できる企業を選別し、ポートフォリ
オを構築しました。銘柄選定においては、配当利回りと配当の成長性に注目するほか、業績や財務の安
定性、競争力の高さ、株価指標の割安性などを重視しました。

010_3523953633102_940445.indd   6 2019/01/19   14:29:58



7

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）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 （2018年６月16日～2018年12月17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174期 第175期 第176期 第177期 第178期 第179期

2018年６月16日　
　～2018年７月17日

2018年７月18日　
　～2018年８月15日

2018年８月16日　
　～2018年９月18日

2018年９月19日　
　～2018年10月15日

2018年10月16日　
　～2018年11月15日

2018年11月16日　
　～2018年12月17日

当期分配金 10 10 10 10 10 10
（対基準価額比率） 0.130％ 0.132％ 0.131％ 0.133％ 0.131％ 0.130％
当期の収益 10 9 10 10 10 10
当期の収益以外 ― 0 ― ― ― ―

翌期繰越分配対象額 276 276 288 293 298 302

（単位：円、１万口当たり、税込み）

分配金 （2018年６月16日～2018年12月17日）

　分配金は、運用実績や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

010_3523953633102_940445.indd   7 2019/01/19   14:29:59



8

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

今後の運用方針
（当ファンド）
　引き続き、不動産、債券、株式に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、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。債券への投資にあたっては、「Nikko�GNMA�Fund」「高
金利先進国債券マザーファンド」を通じて行ない、株式への投資にあたっては、「日本高配当利回り株式
マザーファンド」を通じて行なう方針です。

（不動産投資信託）
　今後のＪ－ＲＥＩＴ市場は、国内長期金利が低位で推移するなか、好調な不動産賃貸市場が継続する
と予想されることや、米中貿易摩擦などの外部環境の影響を受けにくいことなどから、堅調な展開が想
定されます。引き続き、Ｊ－ＲＥＩＴ各社の収益動向や投資口価格の割安性などにより銘柄を選別し、
分散投資を行なっていきます。
　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。

（Nikko GNMA Fund）
　ＭＢＳのバリュエーションは相対的に適正とみています。名目スプレッドはまだ長期的な底に近いも
のの、米国国債に対するスプレッドが2017年の縮小した水準から拡大しているため、ＭＢＳの魅力は
高まっていると考えます。ＭＢＳの相対的に縮小したスプレッドは、安定した経済成長、抑制されたイ
ンフレ、歴史的に低いボラティリティを反映しており、これらの要因のいずれかが反転すれば拡大する
リスクがありますが、エージェンシーＭＢＳのパフォーマンスはベータの高いセクターを相対的に上回
ると予想しています。他のスプレッドセクターは最近堅調に推移しており、スプレッドは長期的に縮小
した水準にあり、また将来のパフォーマンスに関して潜在的に懸念があるため、投資家はリスクの高い
資産を削減し、格付けの高い資産に資金を移す可能性があり、エージェンシーＭＢＳを後押しすると考
えます。
　ＦＲＢは保有するエージェンシーＭＢＳの減額幅を引き上げ、保有するＭＢＳの期限前償還はこの減
額幅を下回る可能性が高いため、再投資は現在の金利水準で終了する見込みです。ＭＢＳ市場はＦＲＢ
が明確に伝えているバランスシートの正常化プロセスを概ね織り込んでいるとみていますが、増加する
純新規供給を消化するため、スプレッドはまだわずかに拡大する可能性があります。スプレッドは、さ
らに拡大しても引き続き極めて緩やかで、ＭＢＳから得られるインカムによって相殺されると予想して
います。
　エージェンシー・パススルー証券のアンダーウェイトを維持しており、そのインカムを穴埋めするた
め、エージェンシーＭＢＳ市場のなかで期限前償還リスクの低い証券に入れ替えています。引き続き、
ファニーメイＤＵＳ証券やエージェンシーＣＭＯなど、インカムをもたらし、より安定したキャッシュ
フローを提供する資産を選好していきます。
　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。

（高金利先進国債券マザーファンド）
　原則として、金利水準や各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を考慮して投資を行なう方
針です。債券市況、為替市況、各国のファンダメンタルズなどの変化にあわせ、投資比率並びに投資対
象国（通貨ベース）およびポートフォリオのデュレーションの変更を柔軟に検討する方針です。
　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。
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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2003年12月18日から原則無期限です。

運 用 方 針
主として投資信託証券（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。）に投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとと
もに、安定した信託財産の成長をめざします。

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
当ファンドは、主として、不動産、債券、株式に投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、安定した収益
の確保と信託財産の成長をめざします。原則として、投資する各資産毎の組入比率は、ファンドが定める標
準組入比率を基準として、資産毎に定める変動範囲に収まるように調整します。

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

　2018年６月16日から2018年12月17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。

（日本高配当利回り株式マザーファンド）
　原則として高配当利回りの株式の中から、今後の配当成長が期待できる企業を選別し、インカムゲイ
ンとともにキャピタルゲインの獲得をめざしたポートフォリオを構築します。また、株式組入比率につ
きましては原則として高位を維持する方針です。
　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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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）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12月末～2018年11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12月から2018年11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。
（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 28.3 54.4 54.8 37.2 9.3 22.7 19.3
最小値 △8.0 △22.0 △17.5 △27.4 △4.0 △12.3 △17.4
平均値 5.4 13.4 14.5 9.1 2.0 4.3 1.8

《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。
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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

項　　　　　目 第174期末 第175期末 第176期末 第177期末 第178期末 第179期末
2018年７月17日 2018年８月15日 2018年９月18日 2018年10月15日 2018年11月15日 2018年12月17日

純 資 産 総 額 5,173,610,225円 5,048,364,171円 5,049,324,158円 4,945,637,478円 4,978,123,674円 4,954,249,394円
受 益 権 総 口 数 6,724,184,913口 6,666,444,718口 6,635,155,294口 6,564,053,482口 6,516,994,768口 6,453,164,442口
１万口当たり基準価額 7,694円 7,573円 7,610円 7,534円 7,639円 7,677円
（注）当作成期間（第174期～第179期）中における追加設定元本額は16,720,682円、同解約元本額は333,583,298円です。

純資産等

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2018年12月17日現在）

○組入上位10銘柄
銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率

％
１ 日本ビルファンド投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 2.8	
２ ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 2.4	
３ 野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 1.9	
４ 日本リテールファンド投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 1.8	
５ ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 1.6	
６ オリックス不動産投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 1.6	
７ 大和ハウスリート投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 1.5	
８ ＧＬＰ投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 1.4	
９ アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 1.4	
10 日本プロロジスリート投資法人　投資証券 投資証券 円 日本 1.4	

組入銘柄数 38銘柄

○組入上位ファンド
銘　柄　名 第179期末

％
Nikko	GNMA	Fund 35.3
高金利先進国債券マザーファンド 15.3
日本高配当利回り株式マザーファンド 8.5

組入銘柄数 3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、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。
（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。

その他
4.9％

国内投資証券
36.0％

親投資信託
受益証券
23.8％

国内投資信託
受益証券
35.3％

その他
4.9％

円
95.1％

その他
4.9％

日本
59.8％

ケイマン諸島
35.3％

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

（円）

2017/3/4 2017/5/4 2017/7/4 2017/9/4 2017/11/4
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12,000
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Nikko GNMA Fund

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Ginnie Mae II Pool MA4586  3.5% 07/20/2047 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 16.0
2 Ginnie Mae II Pool TBA Jan 30 Jumbos  3% 01/24/2048 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 9.0
3 Ginnie Mae II Pool TBA Jan 30 Jumbos  4% 01/24/2048 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 5.7
4 Freddie Mac Gold Pool  3% 12/01/2046 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 5.3
5 Ginnie Mae II Pool MA4719  3.5% 09/20/2047 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 4.2
6 Ginnie Mae II Pool MA4837  3.5% 11/20/2047 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 3.4
7 Ginnie Mae II Pool MA4652  3.5% 08/20/2047 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 2.5
8 Ginnie Mae II Pool MA3873  3% 08/20/2046 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 2.3
9 Ginnie Mae II Pool MA3243  3% 11/20/2045 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 2.2
10 Freddie Mac Gold Pool  3% 01/18/2048 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 2.0

組入銘柄数 174銘柄

（2017年１月１日～2017年12月31日）（2017年１月１日～2017年12月31日）

（2017年12月31日現在）

【基準価額の推移】

【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】

（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。

モーゲージ担保証券
99.6%

その他
0.4%

その他
0.4%

アメリカドル
99.6%

アメリカ
99.6%

その他
0.4%

（注） グラフは分配金再投資基準価額です。
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12

利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

組入上位ファンドの概要

（円）

2017/3/4 2017/5/4 2017/7/4 2017/9/4 2017/11/4
10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

Nikko GNMA Fund

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Ginnie Mae II Pool MA4586  3.5% 07/20/2047 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 16.0
2 Ginnie Mae II Pool TBA Jan 30 Jumbos  3% 01/24/2048 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 9.0
3 Ginnie Mae II Pool TBA Jan 30 Jumbos  4% 01/24/2048 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 5.7
4 Freddie Mac Gold Pool  3% 12/01/2046 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 5.3
5 Ginnie Mae II Pool MA4719  3.5% 09/20/2047 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 4.2
6 Ginnie Mae II Pool MA4837  3.5% 11/20/2047 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 3.4
7 Ginnie Mae II Pool MA4652  3.5% 08/20/2047 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 2.5
8 Ginnie Mae II Pool MA3873  3% 08/20/2046 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 2.3
9 Ginnie Mae II Pool MA3243  3% 11/20/2045 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 2.2
10 Freddie Mac Gold Pool  3% 01/18/2048 モーゲージ担保証券 アメリカドル アメリカ 2.0

組入銘柄数 174銘柄

（2017年１月１日～2017年12月31日）（2017年１月１日～2017年12月31日）

（2017年12月31日現在）

【基準価額の推移】

【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】

（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。

モーゲージ担保証券
99.6%

その他
0.4%

その他
0.4%

アメリカドル
99.6%

アメリカ
99.6%

その他
0.4%

（注） グラフは分配金再投資基準価額です。

090_3523953633102.indd   14 2018/12/27   15:53:31
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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

組入上位ファンドの概要
＜ご参考＞ 高金利先進国債券マザーファンド

（円）

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

2017/8 2017/10 2017/12 2018/2 2018/4 2018/6

（2017年7月11日～2018年7月10日）
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（2017年7月11日～2018年7月10日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） そ の 他 費 用 3 0.014
（ 保 管 費 用 ） （3） （0.014）
（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 計 3 0.014
期中の平均基準価額は、22,125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】
（2018年7月10日現在）

銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比率
％

１ NORWEGIAN�GOVERNMENT�3.75％�2021/5/25 国債証券 ノルウェークローネ ノルウェー 5.6
2 NORWEGIAN�GOVERNMENT�2％�2023/5/24 国債証券 ノルウェークローネ ノルウェー 4.8
３ KFW�3％�2023/3/7 特殊債券 ニュージーランドドル ドイツ 4.2
4 TSY�INFL�IX�N/B�0.125％�2019/4/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 3.9
5 AUSTRALIAN�GOVERNMENT�5.75％�2022/7/15 国債証券 オーストラリアドル オーストラリア 3.3
6 BRITISH�COLUMBIA�PROV�OF�2％�2022/10/23 地方債証券 アメリカドル カナダ 3.0
7 KOMMUNALBANKEN�AS�1.5％�2022/4/19 特殊債券 ノルウェークローネ ノルウェー 3.0
8 NORWEGIAN�GOVERNMENT�1.75％�2025/3/13 国債証券 ノルウェークローネ ノルウェー 2.5
9 TSY�INFL�IX�N/B�0.125％�2022/4/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 2.5
10 NZ�LOCAL�GOVT�FUND�AGENC�4.5％�2027/4/15 地方債証券 ニュージーランドドル ニュージーランド 2.4

組入銘柄数 72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
98.4％
外国債券
98.4％

その他
1.6％

【国別配分】

ノルウェー
22.6％
ノルウェー
22.6％

オーストラリア
14.5％

アメリカ
14.2％

国際機関
10.8％

ドイツ
9.4％

オランダ
9.0％

カナダ
8.4％

その他
11.1％

【通貨別配分】

アメリカドル
33.5％

アメリカドル
33.5％

ニュージーランドドル
23.5％

ニュージーランドドル
23.5％

オーストラリア
ドル
20.5％

オーストラリア
ドル
20.5％

ノルウェー
クローネ
17.8％

ノルウェー
クローネ
17.8％

ユーロ
3.1％

その他
1.6％

（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。

交付_90002_936286_20180710_高金利先進国債券マザーファンド_732745.indd   1 2018/08/06   9:34:30

高金利先進国債券マザーファンド

9

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） 

交付_90002_941972_20180710_三校_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）_732805.indd   9 2018/08/30   15:00:14

日本高配当利回り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 三菱商事 卸売業 円 日本 2.6 
2 島忠 小売業 円 日本 2.6 
3 パーク２４ 不動産業 円 日本 2.5 
4 協和エクシオ 建設業 円 日本 2.5 
5 伊藤忠商事 卸売業 円 日本 2.5 
6 因幡電機産業 卸売業 円 日本 2.4 
7 ＮＥＣネッツエスアイ 情報・通信業 円 日本 2.4 
8 三和ホールディングス 金属製品 円 日本 2.4 
9 伊藤忠テクノソリューションズ 情報・通信業 円 日本 2.4 
10 日本電信電話 情報・通信業 円 日本 2.4 

組入銘柄数 52銘柄

（2018年12月17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。

（2017年12月16日～2018年12月17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】

国内株式
94.4％

国内投資証券
4.0％

その他
1.6％

（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。

円
98.4％

その他
1.6％

日本
98.4％

その他
1.6％

（円）

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

2018/1 2018/3 2018/5 2018/7 2018/9 2018/11

（2017年12月16日～2018年12月17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）
（投 資 信 託 証 券）

59
（58
（ 1

円

）
）

0.318
（0.310
（0.008

％

）
）

（b）そ の 他 費 用
（そ の 他）

0
（ 0）

0.000
（0.000）

合　　　計 59 0.318
期中の平均基準価額は、18,590円です。

092_3523953633102.indd   1 2018/12/27   16:01:12
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利回り財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

組入上位ファンドの概要
＜ご参考＞ 高金利先進国債券マザーファンド

（円）

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500

23,000

23,500

2017/8 2017/10 2017/12 2018/2 2018/4 2018/6

（2017年7月11日～2018年7月10日）
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（2017年7月11日～2018年7月10日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） そ の 他 費 用 3 0.014
（ 保 管 費 用 ） （3） （0.014）
（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 計 3 0.014
期中の平均基準価額は、22,125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】
（2018年7月10日現在）

銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比率
％

１ NORWEGIAN�GOVERNMENT�3.75％�2021/5/25 国債証券 ノルウェークローネ ノルウェー 5.6
2 NORWEGIAN�GOVERNMENT�2％�2023/5/24 国債証券 ノルウェークローネ ノルウェー 4.8
３ KFW�3％�2023/3/7 特殊債券 ニュージーランドドル ドイツ 4.2
4 TSY�INFL�IX�N/B�0.125％�2019/4/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 3.9
5 AUSTRALIAN�GOVERNMENT�5.75％�2022/7/15 国債証券 オーストラリアドル オーストラリア 3.3
6 BRITISH�COLUMBIA�PROV�OF�2％�2022/10/23 地方債証券 アメリカドル カナダ 3.0
7 KOMMUNALBANKEN�AS�1.5％�2022/4/19 特殊債券 ノルウェークローネ ノルウェー 3.0
8 NORWEGIAN�GOVERNMENT�1.75％�2025/3/13 国債証券 ノルウェークローネ ノルウェー 2.5
9 TSY�INFL�IX�N/B�0.125％�2022/4/15 国債証券 アメリカドル アメリカ 2.5
10 NZ�LOCAL�GOVT�FUND�AGENC�4.5％�2027/4/15 地方債証券 ニュージーランドドル ニュージーランド 2.4

組入銘柄数 72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
98.4％
外国債券
98.4％

その他
1.6％

【国別配分】

ノルウェー
22.6％
ノルウェー
22.6％

オーストラリア
14.5％

アメリカ
14.2％

国際機関
10.8％

ドイツ
9.4％

オランダ
9.0％

カナダ
8.4％

その他
11.1％

【通貨別配分】

アメリカドル
33.5％

アメリカドル
33.5％

ニュージーランドドル
23.5％

ニュージーランドドル
23.5％

オーストラリア
ドル
20.5％

オーストラリア
ドル
20.5％

ノルウェー
クローネ
17.8％

ノルウェー
クローネ
17.8％

ユーロ
3.1％

その他
1.6％

（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。

交付_90002_936286_20180710_高金利先進国債券マザーファンド_732745.indd   1 2018/08/06   9:34:30

高金利先進国債券マザーファンド
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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） 

交付_90002_941972_20180710_三校_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）_732805.indd   9 2018/08/30   15:00:14

日本高配当利回り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 三菱商事 卸売業 円 日本 2.6 
2 島忠 小売業 円 日本 2.6 
3 パーク２４ 不動産業 円 日本 2.5 
4 協和エクシオ 建設業 円 日本 2.5 
5 伊藤忠商事 卸売業 円 日本 2.5 
6 因幡電機産業 卸売業 円 日本 2.4 
7 ＮＥＣネッツエスアイ 情報・通信業 円 日本 2.4 
8 三和ホールディングス 金属製品 円 日本 2.4 
9 伊藤忠テクノソリューションズ 情報・通信業 円 日本 2.4 
10 日本電信電話 情報・通信業 円 日本 2.4 

組入銘柄数 52銘柄

（2018年12月17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。

（2017年12月16日～2018年12月17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】

国内株式
94.4％

国内投資証券
4.0％

その他
1.6％

（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。

円
98.4％

その他
1.6％

日本
98.4％

その他
1.6％

（円）

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

2018/1 2018/3 2018/5 2018/7 2018/9 2018/11

（2017年12月16日～2018年12月17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）
（投 資 信 託 証 券）

59
（58
（ 1

円

）
）

0.318
（0.310
（0.008

％

）
）

（b）そ の 他 費 用
（そ の 他）

0
（ 0）

0.000
（0.000）

合　　　計 59 0.318
期中の平均基準価額は、18,590円です。
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