
世界の財産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112期（決算日2015年１月15日） 第113期（決算日2015年２月16日） 第114期（決算日2015年３月16日）
第115期（決算日2015年４月15日） 第116期（決算日2015年５月15日） 第117期（決算日2015年６月15日）

作成対象期間（2014年12月16日～2015年６月15日）

第117期末（2015年６月15日）
基 準 価 額 8,576円
純 資 産 総 額 48,576百万円

第112期　～　第117期
騰 落 率 4.9％
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、「世界の財産３分法ファンド（不動産・債
券・株式）毎月分配型」は、2015年６月15日に第
117期の決算を行ないました。
　当ファンドは、主として、国内外の不動産、債
券、株式に実質的に投資を行ない、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
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。

010_3528253632708.indd   1 2015/07/23   13:53:11



1

世界の財産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

○基準価額の推移

第112期首：8,237円
第117期末：8,576円	（既払分配金（税込み）：60円）
騰 落 率： 		4.9％	（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（2014年12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。

（2014年12月16日～2015年６月15日）

　第112期首8,237円の基準価額は、第117期末に8,576円（分配後）となり、分配金を加味した騰落率は＋
4.9％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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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

○基準価額の主な変動要因
　当ファンドは、主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、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。また、国内外の各資産への投資に
あたっては、各資産を投資対象とする６つのマザーファンドを通じて行なっており、各マザーファンド
の組入比率は、それぞれ、純資産総額の１／６を目途としております。当作成期間中における各マザー
ファンドの騰落率は以下の通りです。

投資対象資産 投資対象ファンド 作成期間中の騰落率

不動産
日本リートインデックスJ－REITマザーファンド 0.6％
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 3.5％

債券
日本債券インデックスマザーファンド △0.4％
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド △1.5％

株式
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 21.0％
海外株式インデックスMSCI－KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 10.7％

　当作成期間中における投資対象先６つのマザーファンドの基準価額は、債券に投資する２つのマザー
ファンドの基準価額は値下がりしましたが、株式および不動産に投資する４つのマザーファンドの基準
価額は値上がりしました。欧州や中国などの中央銀行における金融緩和姿勢の強化などを背景に、投資
家によるリスク許容度が改善したことや米国企業や国内企業の企業業績が堅調であったことなどから、
株式資産は債券資産や不動産資産と比較して相対的に大きな値上がりとなりました。

010_3528253632708.indd   2 2015/07/23   13:53:12



3

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

項　　　　　目
第112期～第117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）

44

（19）

（23）

（	 2）

0.512

（0.211）

（0.274）

（0.027）

（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）

0

（	0）

（	0）

（	0）

0.005

（0.000）

（0.004）

（0.001）

（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）

0

（	0）

（	0）

0.000

（0.000）

（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）

2

（	2）

（	0）

（	1）

（	0）

0.029

（0.020）

（0.003）

（0.006）

（0.000）

（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、外貨に係る税金

合　　　　　計 46 0.546

作成期間の平均基準価額は、8,522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）	 	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。

１万口当たりの費用明細 （2014年12月16日～2015年６月15日）
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

2010年６月15日
決算日

2011年６月15日
決算日

2012年６月15日
決算日

2013年６月17日
決算日

2014年６月16日
決算日

2015年６月15日
決算日

基準価額 （円） 5,569 5,427 4,910 6,378 7,290 8,576
期間分配金合計（税込み） （円） ― 420 310 190 120 120
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 5.2 △	 3.7 34.4 16.3 19.4
純資産総額 （百万円） 96,496 76,898 55,918 57,765 52,281 48,576
（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６月15日～2015年６月15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。

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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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

投資環境 （2014年12月16日～2015年６月15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2015年１月中旬にかけては、日銀が追加の金融緩和を決定したことや、衆議院解散による衆
議院議員総選挙の実施を受けて政権の安定化などに期待が高まったことなどを背景に、東証REIT指数
（配当込み）は上昇しました。１月下旬から２月上旬にかけては、日銀総裁が追加の金融緩和に慎重な姿
勢を示したことなどを背景とする長期金利の上昇や、J-REIT投資法人の公募増資などが影響し、東証
REIT指数（配当込み）は下落しました。２月中旬から期間末にかけては、日銀によるJ-REITの買入れ
が断続的に実施されたことや、為替市場における円安／アメリカドル高傾向や国内の景況感の改善など
を受けて国内市場の株価が上昇したことなどがJ-REITの上昇要因となる一方で、J-REIT投資法人による
公募増資などを受けてJ-REIT市場の需給悪化が懸念されたことや、長期金利の上昇傾向を受けてJ-REIT
の利回りに対する相対的な魅力度の低下懸念が強まったことなどが下落要因となり、東証REIT指数（配
当込み）は、レンジ圏での一進一退の動きとなりました。

（海外不動産投資信託市況）
　海外の不動産投資信託市場では、期間の初めと比べて、米国のREIT指数は下落した一方で、欧州と
オーストラリアのREIT指数は上昇しました。
　期間の初めから2015年２月上旬にかけては、ECB（欧州中央銀行）による国債購入などを含む量的金
融緩和策の実施の決定や、オーストラリア準備銀行（RBA）などの中央銀行による金融緩和姿勢の強化
などを背景に世界的に長期金利が低下し、REIT分配金利回りの魅力度が高まったことなどから、REIT
指数は総じて大幅に上昇しました。
　２月中旬から期間末にかけては、ECBによる国債買入れ開始の公表などがREIT指数の上昇要因とな
ったものの、米国の市場予想を上回る内容の雇用統計の発表などを受けたFRB（米国連邦準備制度理事
会）による早期の利上げ開始観測や、ユーロ圏のデフレ観測の後退などを背景に欧米の長期金利が大幅
に上昇し、REIT分配金利回りの魅力度が低下したことなどから、REIT指数は総じて下落しました。

（国内債券市況）
　国内債券市場では、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
の初めから2015年１月中旬にかけては、2014年７－９月期GDP（国内総生産）成長率が市場予想に反し
てマイナスとなったことや、原油価格の下落などを受けて期待インフレ率の低下が意識されたことなど
を背景に、10年国債利回りは低下（債券価格は上昇）しました。１月下旬から２月中旬にかけては、日
銀総裁が追加緩和策を見送ったことや、国債入札の低調な結果などを受けて、10年国債利回りは上昇し
ました。２月下旬から４月にかけては、欧州における金融緩和策の実施などを背景に欧州金利の低下が
進行したことから、海外投資家の日本国債への買い需要が増加したことや、日銀による国債買入れの継
続などを受けた需給の逼迫感などを背景に、10年国債利回りは緩やかに低下しました。５月から期間末
にかけては、米国や欧州における長期金利の急激な上昇や、国内市場の株価の上昇、円安／アメリカド
ル高の進行などを背景に、10年国債利回りは上昇しました。

（海外債券市況）
　米国、英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの10年国債利回りは、期間の初めと比べて、総じて上
昇しました。
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

　期間の初めから2015年１月にかけては、ECBによる量的金融緩和策の導入観測や、ギリシャの信用懸
念の再燃や原油価格の大幅な下落などを受けた投資家による国債など安全資産への逃避需要などから、
各国の国債利回りは総じて大幅に低下しました。２月から４月中旬にかけては、米国の市場予想を上回
る内容の雇用統計の発表などを受けたFRBによる早期の利上げ開始観測や、イングランド銀行（BOE）
による英国のインフレ見通しの引き上げの発表などを背景に、米国や英国の国債利回りが上昇した一方
で、ECBによる国債購入を含めた量的金融緩和策の実施の公表などを背景に、ユーロ圏の国債利回りは
総じて低下しました。４月下旬から期間末にかけては、米国の市場予想を上回る内容の雇用統計の発表
などを受けたFRBによる早期の利上げ開始観測や、ユーロ圏における市場予想を上回る内容の経済指標
の発表やデフレ観測の後退などから、各国の国債利回りは総じて大幅に上昇しました。

（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上昇しました。期間の初めから
2015年１月にかけては、日銀による追加金融緩和の実施などが株価の支援材料となる一方で、原油価格
の下落などを背景に世界経済に対する先行きの不透明感が強まったことなどが株価の重しとなり、
TOPIXはもみ合いの展開となりました。２月から３月中旬にかけては、国内の景況感や企業業績が改善
傾向となったことや、欧州や一部の新興国において金融緩和策が進展したこと、米国や欧州における株
高傾向などを背景に、TOPIXは上昇しました。３月下旬から期間末にかけては、不透明なギリシャの債
務問題や、欧米などの長期金利の上昇傾向などが株価の重しとなったものの、国内景気の回復期待や企
業による株主還元策強化の動きなどの好材料を受けて、TOPIXは緩やかに上昇する展開となりました。

（海外株式市況）
　期間中の海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国や欧州各国の株価は総じて上昇しました。米
国の株価は、原油価格の大幅な下落や、欧米の長期金利の急速な上昇などを懸念した投資家によるリス
ク回避姿勢の強まりや、米国の市場予想を上回る内容の雇用統計の発表などを受けたFRBによる早期の
利上げ開始観測などを背景に、株価が下落する局面があったものの、米国企業による概して市場予想を
上回る内容の業績発表や、欧州や中国などの中央銀行による金融緩和姿勢の強化などを背景に、投資家
によるリスク許容度が改善したことなどから、期間の初めと比べて上昇しました。欧州各国の株価は、
ギリシャの信用懸念の再燃や、原油価格の大幅な下落、欧米の長期金利の急速な上昇などを懸念した投
資家によるリスク回避姿勢の強まりなどが株価の下落要因となったものの、ECBによる国債購入を含め
た量的金融緩和策の実施の決定が好感されたことや、中国などの中央銀行による金融緩和姿勢の強化な
どを背景に投資家によるリスク許容度が改善したことなどから、期間の初めと比べて総じて上昇しまし
た。
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

円／ユーロの推移

110

140

130

120

150

160
（円）

2015/1 2 3 4 5 6

円／オーストラリアドルの推移
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（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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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

（2014年12月16日～2015年６月15日）当ファンドのポートフォリオ
（当ファンド）
　主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、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いました。国内外の各資産を投資対象とする６つのマザーファンドへ
投資を行ないました。各マザーファンドの組入比率は、それぞれ、純資産総額の１／６を目途としました。

（日本リートインデックスJ－REITマザーファンド）
　東京証券取引所に上場されている不動産投資信託に投資を行ない、ベンチマークである「東証REIT指
数（配当込み）」の動きに連動する投資成果をめざすため、組入比率を高位に維持し、「東証REIT指数」
と同じような個別銘柄の時価構成比を持つポートフォリオを構築しました。また、不動産投資信託の新
規上場など「東証REIT指数」の採用銘柄に追加・変更があった場合は、基本的に「東証REIT指数」へ
の追加・変更タイミングに応じて対象不動産投資信託の売買を実施しました。

（海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド）
　ポートフォリオは、リスク分析モデルを使用し、ベンチマーク採用国の時価総額ウェイトなどを考慮
したうえで、米国・オーストラリア・イギリス・フランス・オランダ・カナダ・シンガポール・香港・
ベルギー・ニュージーランド・ドイツ・イタリア・スペイン・アイルランドなどのREITで構築しまし
た。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行ないま
した。また、外貨建資産は、為替ヘッジを行なわず、外貨エクスポージャーを高位に維持しました。

（日本債券インデックスマザーファンド）
　債券のリスクコントロールモデルを利用して国債、政府保証債、地方債、金融債、電力債、事業債など
によりポートフォリオを構築し、「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」に連動する投資成果
をめざして運用を行ないました。また、「日興債券パフォーマンス・インデックス（総合）」採用銘柄の入
替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しを行ない、債券組入比率を高水準に維持しました。

（海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド）
　債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークを採用している国の債券の中からポートフォリ
オを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時
ポートフォリオの見直しを行なうとともに、債券の組入比率を高位に維持することで、ベンチマークと
の連動性を保つよう努めました。

（日本株式インデックスTOPIXマザーファンド）
　TOPIXに連動する投資成果を目標とし、「バーラ日本株式モデル」に基づいてポートフォリオを構築
しました。また、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

（海外株式インデックスMSCI－KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）
　ベンチマークである「MSCI－KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」が採用している
国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないまし
た。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない
ました。なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行なわず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

（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。
　以下のグラフは、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 （2014年12月16日～2015年６月15日）

基準価額（期別騰落率）

第114期
2015/３/16

第113期
2015/２/16

第112期
2015/１/15

第115期
2015/４/15

第116期
2015/５/15

第117期
2015/６/15

（％）
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

－0.5

基準価額

（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112期 第113期 第114期 第115期 第116期 第117期

2014年12月16日　
　～2015年１月15日

2015年１月16日　
　～2015年２月16日

2015年２月17日　
　～2015年３月16日

2015年３月17日　
　～2015年４月15日

2015年４月16日　
　～2015年５月15日

2015年５月16日　
　～2015年６月15日

当期分配金 10 10 10 10 10 10
（対基準価額比率） 0.119％ 0.119％ 0.118％ 0.117％ 0.117％ 0.116％
当期の収益 10 10 10 10 10 10
当期の収益以外 ― ― ― ― ― ―

翌期繰越分配対象額 167 170 175 225 227 248

（単位：円、１万口当たり、税込み）

分配金 （2014年12月16日～2015年６月15日）

　第112期～第117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。

○分配原資の内訳
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世界の財産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、主として、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、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います。国内外の各資産を投資対象とする６つのマ
ザーファンドへ投資を行ないます。各マザーファンドの組入比率は、それぞれ、純資産総額の１／６を
目途とします。

（日本リートインデックスJ－REITマザーファンド）
　引き続き、これまでの運用方針を継続します。主として、東京証券取引所に上場されている不動産投
資信託に投資を行ない、ベンチマークである「東証REIT指数（配当込み）」の動きに連動する投資成果
をめざすため、原則として「東証REIT指数」と同じような個別銘柄の時価構成比を持つポートフォリオ
を構築する方針です。不動産投資信託の新規上場など「東証REIT指数」の採用銘柄に追加・変更があっ
た場合は、基本的に「東証REIT指数」への追加・変更タイミングに応じて対象不動産投資信託の売買を
実施する方針です。また、不動産投資信託の組入比率は原則として高位に保ち、「東証REIT指数（配当
込み）」との連動性を維持するように努めます。
　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。

（海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド）
　引き続き、ベンチマークである「S＆P先進国REIT指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」との連
動をめざし、原則としてリスクコントロールモデルなどにより構築した海外REITポートフォリオへの
投資を継続するとともに、海外REIT組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は原則とし
て為替ヘッジを行なわずに運用する方針です。
　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。

（日本債券インデックスマザーファンド）
　引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポート
フォリオの金利感応度や残存期間別構成比率などをベンチマークである「日興債券パフォーマンス・イ
ンデックス（総合）」と同程度に保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘
柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維
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。

010_3528253632708.indd   10 2015/07/23   13:53:12



11

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

（海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド）
　引き続き、これまでの運用方針を継続します。原則として債券のリスクコントロールモデルを使用し
てポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークである「シティ世
界国債インデックス（除く日本／円ヘッジなし・円ベース）」と同程度に保ち、連動性を高めるように努
めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなど
を行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。
　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。

（日本株式インデックスTOPIXマザーファンド）
　引き続き、ベンチマークである「東証株価指数」との連動をめざし、原則として「バーラ日本株式モ
デル」に基づいて構築したポートフォリオによる運用を継続します。また、一定期間ごとにポートフォ
リオの見直しなどを行ない、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に維持する方針です。
　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。

（海外株式インデックスMSCI－KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド）
　引き続き、ベンチマークである「MSCI－KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連
動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリ
オへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維
持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行なわず、高水準の外貨エクスポージ
ャー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。

010_3528253632708.indd   11 2015/07/23   13:53:12



12

世界の財産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 2005年９月29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、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います。

主 要 投 資 対 象

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 投資信託証券を主要投資対象とします。

日本リートインデックスJ－REITマザーファンド
わが国の金融商品取引所に上場され
ている不動産投資信託を主要投資対
象とします。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
日本を除く世界各国の金融商品取引
所に上場されている不動産投資信託
を主要投資対象とします。

日本債券インデックスマザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とし
ます。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 内外の公社債を主要投資対象とします。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド わが国の金融商品取引所上場株式を
主要投資対象とします。

海外株式インデックスMSCI－KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 日本を除く世界各国の金融商品取引
所上場株式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、国内外の不動産、債券、株式に実質的に投資を行ない、安定した収益の確保と信
託財産の成長をめざします。投資信託証券（マザーファンド）への投資を通じて、原則として国内外の各３
資産へそれぞれ純資産総額の６分の１を基本に国際分散投資を行ないます。

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

　2014年12月16日から2015年６月15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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世界の財産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

（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６月から2015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。
（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 43.0 65.0 65.7 47.4 4.5 34.9 43.7
最小値 △8.4 △17.0 △13.6 △22.8 0.4 △12.7 △10.1
平均値 12.9 13.6 19.4 10.6 2.4 8.5 8.7
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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６月末～2015年５月末）

最小値最大値 平均値
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最小値（当ファンド）最大値（当ファンド）
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世界の財産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
銘　柄　名 第117期末

％
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド 16.4
日本債券インデックスマザーファンド 16.4
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 16.4
海外株式インデックスMSCI－KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 16.4
日本リートインデックスJ－REITマザーファンド 16.3
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド 16.2

組入銘柄数 6銘柄

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2015年６月15日現在）

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

項　　　　　目
第112期末 第113期末 第114期末 第115期末 第116期末 第117期末

2015年１月15日 2015年２月16日 2015年３月16日 2015年４月15日 2015年５月15日 2015年６月15日
純資産総額 52,126,032,418円 51,234,197,730円 50,381,094,683円 50,122,067,416円 49,321,702,536円 48,576,168,233円
受益権総口数 62,243,317,715口 60,978,333,890口 59,684,296,346口 58,600,229,616口 57,796,609,592口 56,642,936,787口
１万口当たり基準価額 8,375円 8,402円 8,441円 8,553円 8,534円 8,576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）当作成期間（第112期～第117期）中における追加設定元本額は1,077,889,968円、同解約元本額は7,702,577,651円です。

純資産等

親投資信託受益証券
98.2％

その他
1.8％

その他
1.8％

円
98.2％

その他
1.8％

日本
98.2％
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 1.0	
2 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 1.0	
3 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 0.9	
4 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 0.9	
5 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 0.9	
6 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 0.9	
7 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 0.8	
8 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 0.7	
9 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 0.7	
10 US	TREASURY	N/B 国債証券 アメリカドル アメリカ 0.7	

組入銘柄数 545銘柄

（2014年10月27日現在）

【基準価額の推移】

【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。

（2013年10月29日～2014年10月27日）
【１万口当たりの費用明細】

（注）	（a）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平
均で除したものです。

（注）	 	各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

【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。

項　　　目 当　期
円

（a）保 管 費 用 等 3
合　　　計 3

（2013年10月29日～2014年10月27日）

外国債券
98.6％

その他
1.4％

ユーロ
42.4％

アメリカドル
38.8％

カナダドル
2.3％ その他

8.3％
イギリスポンド

8.2％その他
16.3％

アメリカ
38.8％

スペイン
5.5％

オランダ
2.7％

イギリス
8.2％
ドイツ
8.3％ イタリア

10.0％
フランス
10.2％

（円）

18,000

19,000

20,000

21,000

23,000

22,000

2013/11 2014/１ 2014/３ 2014/５ 2014/７ 2014/９

組入上位ファンドの概要
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

日本債券インデックスマザーファンド

（2014年10月27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】

　該当事項はございません。

（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。

国内債券
99.7％

その他
0.3％

円
99.7％

その他
0.3％

日本
99.1％

その他
0.9％

（円）

12,700

12,800

12,900

13,000

13,100

13,200

2013/11 2014/1 2014/3 2014/5 2014/7 2014/9

（2013年10月29日～2014年10月27日）

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 第299回利付国債（10年） 国債証券 円 日本 2.3	
2 第305回利付国債（10年） 国債証券 円 日本 2.1	
3 第107回利付国債（５年） 国債証券 円 日本 2.1	
4 第303回利付国債（10年） 国債証券 円 日本 1.8	
5 第60回利付国債（20年） 国債証券 円 日本 1.7	
6 第334回利付国債（２年） 国債証券 円 日本 1.5	
7 第284回利付国債（10年） 国債証券 円 日本 1.4	
8 第93回利付国債（５年） 国債証券 円 日本 1.3	
9 第290回利付国債（10年） 国債証券 円 日本 1.2	
10 第313回利付国債（10年） 国債証券 円 日本 1.2	

組入銘柄数 264銘柄

（2013年10月29日～2014年10月27日）
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世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 トヨタ自動車 輸送用機器 円 日本 4.7	
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 円 日本 2.4	
3 ソフトバンク 情報・通信業 円 日本 2.0	
4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 円 日本 1.7	
5 本田技研工業 輸送用機器 円 日本 1.6	
6 日本電信電話 情報・通信業 円 日本 1.4	
7 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 円 日本 1.3	
8 日本たばこ産業 食料品 円 日本 1.2	
9 TOPIX先物 株式先物（買建） 円 日本 1.2	
10 KDDI 情報・通信業 円 日本 1.1	

組入銘柄数 1,788銘柄

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

（2014年10月27日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（2013年10月29日～2014年10月27日）
【１万口当たりの費用明細】

（注）	（a）売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単
純平均で除したものです。

（注）	 	各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

項　　　目 当　期
円

（a）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）

0
（0
（0
）
）

合　　　計 0

（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。

国内株式
98.8％

国内株式先物
1.2％

円
100.0％

日本
100.0％

（円）

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

2013/11 2014/1 2014/3 2014/5 2014/7 2014/9

（2013年10月29日～2014年10月27日）

010_3528253632708.indd   17 2015/07/23   13:53:13



18

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

　○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＞

010_3528253632708.indd   18 2015/07/23   13:53:13


