
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）
＜愛称　ワールドサポーター＞

交付運用報告書
追加型投信／海外／債券

第113期（決算日2016年11月14日） 第114期（決算日2016年12月12日） 第115期（決算日2017年１月12日）
第116期（決算日2017年２月13日） 第117期（決算日2017年３月13日） 第118期（決算日2017年４月12日）

作成対象期間（2016年10月13日～2017年４月12日）

第118期末（2017年４月12日）
基 準 価 額 2,961円
純 資 産 総 額 24,731百万円

第113期　～　第118期
騰 落 率 8.2％
分配金（税込み）合計 120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、「世界銀行債券ファンド（毎月分配型）」は、
2017年４月12日に第118期の決算を行ないまし
た。
　当ファンドは、主として、世界銀行が発行する
新興国通貨建て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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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

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
　当ファンドは、主として、世界銀行が発行する新興国通貨建て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＞
・高利回りの新興国通貨建て世界銀行債券からの利息収入を得たこと。
・ブラジルレアル、ロシアルーブル、インドルピー、メキシコペソが対円で上昇したこと。

＜値下がり要因＞
・トルコリラが対円で下落したこと。

第113期首：	2,849円
第118期末：	2,961円	（既払分配金（税込み）：120円）
騰 落 率：	 8.2％	（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（2016年10月12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。

（2016年10月13日～2017年４月12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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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

項　　　　　目
第113期～第118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
15

（	 4）

（10）

（	 0）

％
0.485

（0.145）

（0.323）

（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）

0

（	 0）

（	 0）

0.014

（0.003）

（0.012）

（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 15 0.499
作成期間の平均基準価額は、3,003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 （2016年10月13日～2017年４月12日）
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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

2012年４月12日
決算日

2013年４月12日
決算日

2014年４月14日
決算日

2015年４月13日
決算日

2016年４月12日
決算日

2017年４月12日
決算日

基準価額 （円） 4,682 5,224 4,520 4,029 3,065 2,961
期間分配金合計（税込み） （円） ― 600 480 480 420 240
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 27.6 △	 	 	 4.1 △	 	 	 0.5 △	 	 14.4 4.8
純資産総額 （百万円） 159,315 124,354 74,718 49,667 30,344 24,731
（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 （2012年４月12日～2017年４月12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、2012年４月12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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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

投資環境 （2016年10月13日～2017年４月12日）

（債券市況）
　2016年は、新興国の債券リターンや資金流入が極めて良好に推移していましたが、11月上旬に米国
大統領選挙で混乱が起こると、こうした動きに歯止めがかかりました。想定外の選挙結果を受け、
2017年にかけて新興国債券市場はボラティリティ（変動性）の高い展開となりました。その後、市場
では米国新大統領の政策パッケージが新興国市場やコモディティにとって全体として支援的であるとの
認識が広がり、当ファンドが投資する資産クラスに対する投資意欲は急速に回復しました。米国経済が
妥当なペースで成長していることや欧州で経済成長が加速し始めていることも、こうした良好な市場心
理を下支えしました。フランスやドイツの選挙については、まだ大きな懸念材料とはなりませんでした。
また、米国新大統領がインフラ投資やリフレ政策を推し進める一方で、保護主義的な政策は実行に移さ
なかったことが、新興国市場の下支え要因となりました。

（国内短期金利市況）
　無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.03％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下で
コール市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.04％近辺で期間末を迎えました。
　国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.31％近辺から、日銀による国債買入れの継
続や追加の金融緩和観測などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.13％近辺で期間末を迎えまし
た。
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5

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

（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113期 第114期 第115期 第116期 第117期 第118期

2016年10月13日　
　～2016年11月14日

2016年11月15日　
　～2016年12月12日

2016年12月13日　
　～2017年１月12日

2017年１月13日　
　～2017年２月13日

2017年２月14日　
　～2017年３月13日

2017年３月14日　
　～2017年４月12日

当期分配金 20 20 20 20 20 20
（対基準価額比率） 0.699 ％ 0.656 ％ 0.661 ％ 0.657 ％ 0.650 ％ 0.671 ％
当期の収益 ― ― ― ― ― ―
当期の収益以外 20 20 20 20 20 20

翌期繰越分配対象額 963 943 923 903 883 863

（単位：円、１万口当たり、税込み）

分配金 （2016年10月13日～2017年４月12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。

　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 （2016年10月13日～2017年４月12日）

○分配原資の内訳

（2016年10月13日～2017年４月12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、収益性を追求するため、「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド�クラスＡ」
受益証券を高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。

（ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ）
　当ファンドでは、相対的に利回りの高い、新興国通貨建ての世界銀行の短期債券を中心に分散投資を
行ないました。期間末時点では、メキシコ、ブラジル、ロシア、インド、トルコ、ポーランド、コロン
ビア、マレーシア、南アフリカの通貨建ての世界銀行債券を中心に分散投資を行なっています。

（マネー・オープン・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、コール・ローンや金銭信託などを通じて、
元本の安全性を重視した運用を行ないました。
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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

今後の運用方針
（当ファンド）
　引き続き、「ワールドバンク・ボンド・インカム・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・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。

（ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ）
　ロシアとブラジルが景気後退局面から脱したことを背景に、新興国の成長見通しは徐々に改善してい
ます。新興国と先進国間の経済成長率の差が再び拡大し始めていると考えています。また、世界のコモ
ディティ市況は持ち直しつつあり、コモディティ輸出国にとっての大きな追い風となる見通しであると
ともに、足元の回復局面は当面持続しそうな様相を呈しています。先進国の低金利政策が新興国にとっ
て依然有利に働いていており、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）は非常に緩やかなペースで利上げを
実施するものとみられます。こうした環境下、南アフリカやブラジルなどの相対的に変動が大きい通貨
については、その金利水準の高さを背景に投資家の関心を集めると考えられ、明るい見通しを持ってい
ます。また、世界の原油価格は底堅い推移を続けると考えていることから、ロシア、コロンビア、メキ
シコの通貨建て債券を組み入れています。この先、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）が改善し、
新興国通貨の為替レートの安定性が増せば、新興国通貨建て債券のリターンにおいて高いインカム水準
がより重要な役割を果たすようになると考えられます。
　引き続き、相対的に金利の高い新興国通貨建ての世界銀行債券の短期債券を中心に分散投資を行なう
方針です。基本的に、中・長期において高いトータルリターンの確保が期待される主要新興国の通貨に
対し、高い組入比率を維持していきます。
　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。

（マネー・オープン・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。主要投資対象は、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。また、コール・ローンや
金銭信託などに投資することもあります。
　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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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2007年６月21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
「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド	クラスＡ」受益証券
「マネー・オープン・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

主として、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て運用を行ないます。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。

分 配 方 針 第１計算期は収益分配を行ないません。第２計算期以降、毎決算時、基準価額水準などを勘案して、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

　2016年10月13日から2017年４月12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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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

（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

（2012年4月末～2017年3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）� �2012年４月から2017年３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 34.4 65.0 65.7 47.4 9.3 34.9 43.7
最小値 △19.3 △22.0 △17.5 △27.4 △1.3 △12.3 △17.4
平均値 1.8 16.5 18.8 7.7 3.0 8.9 5.4

《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：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）

（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。●シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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）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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ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ

（2015年３月１日～2016年２月29日）
【１万口当たりの費用明細】

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 IBRD 2.625% 07-Nov-16 国際機関債 メキシコペソ 国際機関 13.1
2 IBRD 1.125% 07-Aug-17 国際機関債 ポーランドズロチ 国際機関 8.1
3 IBRD 6.375% 07-Aug-18 国際機関債 インドルピー 国際機関 7.9
4 IBRD 2.375% 26-Sep-16 国際機関債 中国元 国際機関 7.2
5 IBRD 4.5% 03-Aug-17 国際機関債 コロンビアペソ 国際機関 7.0
6 IBRD 9.5% 02-Mar-17 国際機関債 ブラジルレアル 国際機関 6.6
7 IBRD 6.625% 05-Dec-17 国際機関債 南アフリカランド 国際機関 6.6
8 IBRD 5% 24-May-17 国際機関債 インドルピー 国際機関 6.5
9 IBRD 1.875% 12-May-16 国際機関債 マレーシアリンギット 国際機関 6.2

10 IBRD 4% 16-Aug-18 国際機関債 メキシコペソ 国際機関 5.7
組入銘柄数 30銘柄

（2016年２月29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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

国際機関債
97.0%
国際機関債
97.0%

その他
3.0%
その他
3.0%

（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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国際機関
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国際機関
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その他
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3.0%

　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）

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

2015/5/2 2015/7/2 2015/9/2 2015/11/2 2016/1/2
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【基準価額の推移】
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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

○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118期末
％

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド	クラスＡ 98.5
マネー・オープン・マザーファンド 0.1

組入銘柄数 2銘柄

項　　　　　目
第113期末 第114期末 第115期末 第116期末 第117期末 第118期末
2016年11月14日 2016年12月12日 2017年１月12日 2017年２月13日 2017年３月13日 2017年４月12日

純 資 産 総 額 25,528,204,575円 26,863,895,486円 26,064,963,630円 25,827,129,309円 25,801,551,366円 24,731,652,246円
受 益 権 総 口 数 89,887,104,885口 88,753,125,053口 86,694,984,655口 85,344,060,465口 84,452,163,675口 83,529,884,654口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 2,840円 3,027円 3,007円 3,026円 3,055円 2,961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）当作成期間（第113期～第118期）中における追加設定元本額は1,205,063,539円、同解約元本額は8,878,639,948円です。

国内投資信託受益証券
98.5％

その他
1.4％

親投資信託受益証券
0.1％

円
98.6％

その他
1.4％

ケイマン諸島
98.5％

その他
1.4％

日本
0.1％

当ファンドのデータ
組入資産の内容

純資産等

（2017年４月12日現在）
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ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ

（2015年３月１日～2016年２月29日）
【１万口当たりの費用明細】

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 IBRD 2.625% 07-Nov-16 国際機関債 メキシコペソ 国際機関 13.1
2 IBRD 1.125% 07-Aug-17 国際機関債 ポーランドズロチ 国際機関 8.1
3 IBRD 6.375% 07-Aug-18 国際機関債 インドルピー 国際機関 7.9
4 IBRD 2.375% 26-Sep-16 国際機関債 中国元 国際機関 7.2
5 IBRD 4.5% 03-Aug-17 国際機関債 コロンビアペソ 国際機関 7.0
6 IBRD 9.5% 02-Mar-17 国際機関債 ブラジルレアル 国際機関 6.6
7 IBRD 6.625% 05-Dec-17 国際機関債 南アフリカランド 国際機関 6.6
8 IBRD 5% 24-May-17 国際機関債 インドルピー 国際機関 6.5
9 IBRD 1.875% 12-May-16 国際機関債 マレーシアリンギット 国際機関 6.2

10 IBRD 4% 16-Aug-18 国際機関債 メキシコペソ 国際機関 5.7
組入銘柄数 30銘柄

（2016年２月29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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

国際機関債
97.0%
国際機関債
97.0%

その他
3.0%
その他
3.0%

（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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　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。
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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

組入上位ファンドの概要
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マネー・オープン・マザーファンド

（円）
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（2016年1月16日～2017年1月16日）
【基準価額の推移】 【1万口当たりの費用明細】

（2016年1月16日～2017年1月16日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） そ の 他 費 用 0 0.000
（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 計 0 0.000
期中の平均基準価額は、10,178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。

組入資産の内容 � （2017年1月16日現在）
2017年1月16日現在、有価証券等の組入れはございません。
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マネー・オープン・マザーファンド

（円）
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（2016年1月16日～2017年1月16日）
【基準価額の推移】 【1万口当たりの費用明細】

（2016年1月16日～2017年1月16日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a） そ の 他 費 用 0 0.000
（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 計 0 0.000
期中の平均基準価額は、10,178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。

組入資産の内容 � （2017年1月16日現在）
2017年1月16日現在、有価証券等の組入れはございません。
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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

「世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞」は、2017年４月12日に第118期の決
算を迎えました。

目論見書記載の通り、当ファンドでご負担いただいた信託報酬のうち、日々の純資産総額に年率0.05%を乗じた
金額（2016年10月13日から2017年４月12日までの期間、総額6,487,765円）を、国際開発協会（International�
Development�Association、通称IDA：アイダ）に寄付させていただきます。ワールドサポーターを通じた寄付
の実施は今回で20回目となり、これまでの寄付金の総額は累計で、504,682,422円となっています。

IDAは、世界銀行の名で知られる国際復興開発銀行（IBRD）の姉妹機関として1960年に設立されました。途上
国の中でも特に貧しい国々を支援するため、経済成長の促進、不平等の是正、生活水準向上等を実現すべく超長期
で無利子の融資や贈与を行なっています。この運用報告書では、毎回IDAの取組みをご紹介しています。今回は、
ボリビアにおける児童と青少年への投資プロジェクトについてご紹介します。

寄付についてのご報告　　～寄付金額累計は5.05億円に～

ボリビア多民族国（The Plurinational State of Bolivia）ってどんな国？

人口：1,072万人（2015年 世銀）
面積：110万平方キロメートル
言語：スペイン語及びケチュア語、アイマラ語を中心に先住民言語36言語

国名：ボリビア多民族国
首都：�ラパス Photo:�©World�Bank.
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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称　ワールドサポーター＞

ボリビアにおける課題
国内の貧困率自体は1990年代後半から改善はしているものの、2006年時点でも国民の約６割が貧困状態
に置かれていました。特に、子供と青少年の貧困率は人口全体の平均を上回り、農村部では５歳未満の子供た
ちの貧困率は８割に達していました。貧しい農村部では質の高い医療サービスや栄養管理支援を十分に受けら
れないことが、人々の生活をさらに過酷にしていました。2003年に慢性的な栄養失調と診断された５歳未満
児の数は、同年齢の総数の３分の１にのぼり、このうちの42%が住む農村部での乳児死亡率は8.6%に達して
いました。幼年期に栄養不良に陥った低所得家庭の児童は、さらにその後、質の低い、不十分な基礎・中等教
育しか受けられず、貧困家庭の若者が職に就くには大きな障害となっています。2005年の都市部の失業率は
８%でしたが、18歳から24歳までの青少年に限れば18%を超えており、貧困層の失業率と比べても約２倍と
なっています。

取組み
世界銀行グループの国際開発協会（IDA）は、貧困層の中でも最も立場の弱い児童や青少年を対象に、２つ
のプログラムから成る『児童と青少年への投資プロジェクト（The� Investing� in�Children�and�Youth�
Project）』に資金を拠出しました。１つ目のプログラムは、『妊産婦・幼児給付金制度（Bono�Juana�
Azurduy�以下、BJA)』で、健康保険のない妊婦や２歳未満児を持つ母親がいる家庭に給付金を支給するプロ
グラムです。極貧家庭に幼い子供の健康と栄養に配慮するインセンティブを提供し、受給世帯の食糧消費を増
大することを目的としています。２つめのプログラムは、『初めての誇りが持てる仕事（My�First�Job�with�
Dignity（Mi�Primer�Empleo�Digno,�以下MPED））』で、少なくとも中等教育の２年生まで就学した、低所
得の都市部や都市周辺地域の青少年の雇用を拡大するため、青少年の能力強化を目的とし、技能訓練と初めて
の就業体験の機会を提供するものです。このプロジェクトでは、ボリビアの六大都市でMPEDプログラムの実
施を支援しました。

取組みの成果
　2009年から2012年の支援期間中、ボリビアの最も貧しい地域の107の自治体に住む13万人以上の妊婦と
２歳未満児がプロジェクトの恩恵を受けました。

2009年から2012年までの期間におけるBJAインパクト評価では、対象受益者の産前および産後の医療
サービスの需要において、統計的に有意な増加が認められ、さらに栄養不良の減少という中間結果も達成する
ことができました。主な成果は下記のとおりです。
・�同プログラムに参加した妊婦は妊娠期間中に積極的に受診を希望。妊娠20週前に最低でも１回、さらに妊
娠全期間では、計４回の健診を受けられる可能性が10％上昇。

・�妊婦が出産後も積極的に受診を希望。プログラムに参加した乳幼児は、24ヶ月までに平均3.6回を受診。ま
た基本的なワクチンをすべて接種できる可能性が11%上昇。

・低出生体重児の減少（都市部においては、2,500グラム以下で産まれる子供の確率が8.3％減少）
・�貧血発症率の低下（プログラムに参加している農村部の乳幼児では、非参加グループと比較して貧血の発生
確率が7.8%低下）
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日興アセットマネジメントは、今後もワールドサポーターを通じて、世界の子どもたちに笑顔をもたらす新興国
支援の取組みを応援し、その活動の内容について投資家のみなさまにお伝えしてまいります。
引き続きワールドサポーターをみなさまの資産形成のツールとして末長くご愛顧いただきますよう、よろしくお

願い申しあげます。

MPEDのインパクト評価では、プログラムの受益者の雇用適正能力と労働の質が大幅に向上しました。最終
調査では、次の成果が認められました。
・�インターンシップ終了後、72％の受益者が４ヵ月以上の雇用契約を締結。この72%の約22％部分に相当す
る受益者がMPEDの成果と推計。

・�受益者の福利厚生を伴う正式雇用率は、男性の場合、参加前の5.2％から18％へ、女性の場合、2.2％から
10％へと増加。（増加分の１割がMPEDの成果）

・参加者の収入は、男性で49％、女性で100％増加（平均増加分のおよそ60％がMPEDの成果）

本プロジェクトを通じたIDAの貢献
世界銀行グループは国際開発協会（IDA）を通じ、1,249万米ドル相当の拠出を行ないました。プロジェク
トの準備費用には、日本開発政策・人材育成基金（PHRD）からので31万3,351.78米ドルの日本信託基金助
成金、世界銀行グループからは276,000米ドルの寄付金を充当しました。

（出所：IDA�Report）
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