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第179期 (決算日 2022年５月12日) 第181期 (決算日 2022年７月12日) 第183期 (決算日 2022年９月12日) 

第180期 (決算日 2022年６月13日) 第182期 (決算日 2022年８月12日) 第184期 (決算日 2022年10月12日) 
 
 
 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。 

｢世界銀行債券ファンド（毎月分配型）」は、2022年10月12日に第184期の決算を行ないましたので、第179期から

第184期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。 

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 

 
 
 

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。 

主要運用対象 
｢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。 

組 入 制 限 
投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 
外貨建資産への直接投資は行ないません。 

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。 

 

 

運用報告書(全体版) 

受 益 者 の み な さ ま へ 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 
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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＞ 

 

○ 近30期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

債   券 
組 入 比 率 

投 資 信 託 
証   券 
組 入 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％ ％ ％ 百万円 

155期(2020年５月12日) 2,064 10 △1.0 － 98.5 11,905 

156期(2020年６月12日) 2,147 10 4.5 － 98.5 12,324 

157期(2020年７月13日) 2,128 10 △0.4 － 98.5 12,153 

158期(2020年８月12日) 2,109 10 △0.4 － 98.5 11,945 

159期(2020年９月14日) 2,116 10 0.8 － 98.5 11,879 

160期(2020年10月12日) 2,099 10 △0.3 － 98.5 11,721 

161期(2020年11月12日) 2,125 10 1.7 － 98.5 11,738 

162期(2020年12月14日) 2,140 10 1.2 － 98.3 11,624 

163期(2021年１月12日) 2,114 10 △0.7 － 98.6 11,351 

164期(2021年２月12日) 2,147 10 2.0 － 98.6 11,437 

165期(2021年３月12日) 2,167 10 1.4 － 98.5 11,412 

166期(2021年４月12日) 2,154 10 △0.1 － 98.6 11,272 

167期(2021年５月12日) 2,187 10 2.0 － 98.7 11,339 

168期(2021年６月14日) 2,220 10 2.0 － 98.4 11,402 

169期(2021年７月12日) 2,163 10 △2.1 － 98.7 11,010 

170期(2021年８月12日) 2,156 10 0.1 － 98.6 10,883 

171期(2021年９月13日) 2,163 10 0.8 － 98.7 10,760 

172期(2021年10月12日) 2,142 10 △0.5 － 98.7 10,552 

173期(2021年11月12日) 2,160 10 1.3 － 98.5 10,471 

174期(2021年12月13日) 2,094 10 △2.6 － 98.5 10,055 

175期(2022年１月12日) 2,137 10 2.5 － 98.3 10,158 

176期(2022年２月14日) 2,157 10 1.4 － 98.8 9,979 

177期(2022年３月14日) 2,097 10 △2.3 － 98.7 9,613 

178期(2022年４月12日) 2,273 10 8.9 － 98.6 10,265 

179期(2022年５月12日) 2,247 10 △0.7 － 98.5 9,998 

180期(2022年６月13日) 2,334 10 4.3 － 98.6 10,278 

181期(2022年７月12日) 2,254 10 △3.0 － 98.5 9,869 

182期(2022年８月12日) 2,251 10 0.3 － 98.6 9,796 

183期(2022年９月12日) 2,367 10 5.6 － 98.5 10,214 

184期(2022年10月12日) 2,336 10 △0.9 － 98.6 9,989 
 
（注）基準価額の騰落率は分配金込み。 
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。 
（注）複数の投資信託に分散投資を行なうため、適切なベンチマークおよび参考指数はございません。 

 

【運用報告書の表記について】 

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の

値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 
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○当作成期中の基準価額と市況等の推移 

決 算 期 年 月 日 
基 準 価 額 投 資 信 託 

証   券 
組 入 比 率  騰 落 率 

第179期 

(期  首) 円 ％ ％ 

2022年４月12日 2,273 － 98.6 

４月末 2,245 △1.2 98.7 

(期  末)    

2022年５月12日 2,257 △0.7 98.5 

第180期 

(期  首)    

2022年５月12日 2,247 － 98.5 

５月末 2,268 0.9 98.8 

(期  末)    

2022年６月13日 2,344 4.3 98.6 

第181期 

(期  首)    

2022年６月13日 2,334 － 98.6 

６月末 2,316 △0.8 98.6 

(期  末)    

2022年７月12日 2,264 △3.0 98.5 

第182期 

(期  首)    

2022年７月12日 2,254 － 98.5 

７月末 2,247 △0.3 98.6 

(期  末)    

2022年８月12日 2,261 0.3 98.6 

第183期 

(期  首)    

2022年８月12日 2,251 － 98.6 

８月末 2,315 2.8 98.7 

(期  末)    

2022年９月12日 2,377 5.6 98.5 

第184期 

(期  首)    

2022年９月12日 2,367 － 98.5 

９月末 2,312 △2.3 98.5 

(期  末)    

2022年10月12日 2,346 △0.9 98.6 
 
（注）期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 
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○運用経過 (2022年４月13日～2022年10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（2022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。 
（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。 

 

○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。 

・ ブラジルレアルなどの現地通貨建て債券を中心として、債券の価格が上昇したこと。 

・ メキシコペソ、インドネシアルピア、インドルピー、ブラジルレアルを中心としてポートフォリオの多く

の組入れ通貨が対円で上昇したこと。 

 

作成期間中の基準価額等の推移 
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＜値下がり要因＞ 

・ チリペソ、ポーランドズロチなどの現地通貨建て債券を中心として、債券の価格が下落したこと。 

・ 南アフリカランド、チリペソを中心としてポートフォリオの一部の組入れ通貨が対円で下落したこと。 

 

 

（債券市況） 

新興国市場では、人の移動や個人消費の増加を通じての経済正常化への回帰が結果的に物価上昇圧力の拡

大につながっており、多くの新興国の中央銀行は金融政策の正常化を一段と推し進めることを余儀なくされ

ています。多くの中南米諸国では利上げサイクルが終わりに近づいている一方で、多くのアジア諸国では利

上げサイクルが比較的初期の段階にありますが、インフレ圧力があまり深刻でないことから利上げサイクル

の規模は相対的に小さなものになる可能性が高いとみています。中国製ワクチンの有効性の低さや、自然免

疫の不足などによって新型コロナウイルスに対する免疫が依然として世界平均より大幅に低くなっている中

国は引き続き例外的な存在になっています。中国政府は経済への悪影響を軽減するためにゼロコロナ政策を

修正しようとしていますが、主要大都市圏でのロックダウン（都市封鎖）の頻発が引き続き経済成長の重荷

になっています。中国人民銀行（中央銀行）は政策金利を漸進的に緩和しており、また中国政府は、追加の

インフラ融資と地方政府の特別債発行から成る、的を絞った財政支援パッケージを実施しています。2022年

10月中旬に開かれる中国共産党大会で、中国経済の重荷となる新型コロナウイルス関連の制限措置緩和への

道筋が示されることが期待されています。ロシアによるウクライナへの侵攻を受けて、地政学的リスクが引

き続き欧州新興国市場（ロシア、中東欧、トルコ）の資産の先行き見通しに不透明感をもたらしています。

ロシアによる天然ガスの供給停止がこれ以上続けば、ロシア産天然ガスに大きく依存する欧州経済に大きな

打撃を与える可能性が高いとみています。一方で、中南米やアジア地域の新興国経済がロシアのウクライナ

侵攻によって著しい悪影響を受ける可能性は低いという見方をしており、一部のコモディティ輸出国は調達

先の変更の恩恵を受けています。 

 

（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－0.01％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、－0.03％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－0.13％近辺から、日銀による国債買入れの継続な

どを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.16％近辺で期間末を迎えました。 

 

 

（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。 

 

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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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） 

当ファンドでは、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、メキシコペソ、インドネシアルピア、インドルピー、ブラジルレアル、ポーランドズロチ、南アフリカ

ランド、中国人民元、チリペソ、コロンビアペソ、フィリピンペソなどの通貨建ての世界銀行債券に投資を

行なっています。 

期間中、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）面の追い風が強く、インカム創出力が魅力的な水準に

あるとみられる通貨の投資比率を高位に維持しました。当ファンドの 大のポジションは引き続きメキシコ

ペソですが、足下でインドルピーの配分を引き上げる一方、インドネシアルピアについては小幅に削減しま

した。メキシコペソについては、高利回り、財政の規律、魅力的な通貨のバリュエーション（価値評価）、良

好な国際収支が相まって特に優位な状況にあり、引き続きポジティブな見方をしています。メキシコは米国

の供給網にとって重要な製造ハブであることから、米国・メキシコ・カナダ協定（ＵＳＭＣＡ）において独

自の立場にあり、メキシコペソは他の新興国通貨に対して際立っています。米国のバイデン政権のもとで積

極的な財政出動が見込まれるなか、国内への多くの送金や消費者の堅調な輸入需要がともに引き続きメキシ

コペソの追い風になると考えられます。インドについては、インド準備銀行による 近の利上げを受けて利

回りの魅力度が増していることや、原油安を主因としてインフレが落ち着いていることおよび経常収支の赤

字幅が安定化していることから、足下で保有を拡大しました。また、テクノロジーセクターを中心として海

外直接投資（ＦＤＩ）がここ数年加速しています。 

 

（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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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。 

 

 

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  

 （単位：円、１万口当たり、税込み） 

項 目 
第179期 第180期 第181期 第182期 第183期 第184期 

2022年４月13日～ 
2022年５月12日 

2022年５月13日～ 
2022年６月13日 

2022年６月14日～ 
2022年７月12日 

2022年７月13日～ 
2022年８月12日 

2022年８月13日～ 
2022年９月12日 

2022年９月13日～ 
2022年10月12日 

当期分配金 10  10  10  10  10  10  

(対基準価額比率) 0.443％ 0.427％ 0.442％ 0.442％ 0.421％ 0.426％ 

 当期の収益 6  7  6  6  7  5  

 当期の収益以外 3  2  3  3  2  4  

翌期繰越分配対象額 102  100  96  92  90  86  
 
（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。 

 

当ファンドのベンチマークとの差異 

分配金 
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○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） 

世界的に経済成長が鈍化している状況下で、新興国市場の相対的に高い経済成長が、依然として投資家を

引き付ける要因となる可能性が高いとみています。国際通貨基金（ＩＭＦ）による世界経済見通しでは、新

興国市場が再び先進国市場を上回るペースで経済成長を遂げると予想されています。コストプッシュインフ

レ（原材料費や賃金の急激な上昇により引き起こされる物価上昇）圧力の上昇を受けて、新興国の中央銀行

の多くが積極的に金融政策の正常化を続けていますが、先進国の中央銀行と異なり、新興国の中央銀行は先

取りして正常化に取り組んでおり、新興国市場ではインフレ期待が引き続き安定的に推移し、先進国市場と

の実質金利差が魅力的な水準になるとみられます。新興国通貨はバリュエーションが依然として魅力的な水

準にあり、リスク選好度合が回復すれば、現地通貨建て債券のパフォーマンスの押し上げ要因になる可能性

があると考えています。 

引き続き、新興国通貨建ての世界銀行の短期債券に分散投資を行っていく方針です。原則として、中・長

期的に高いリターンが予想される主要新興国の投資比率を高位に維持していく方針です。 

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。 

 

（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＞ 

○１万口当たりの費用明細 (2022年４月13日～2022年10月12日) 

項 目 
第179期～第184期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

 
 

円 ％  

（a） 信 託 報 酬 11  0.496  (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） ( 3)  (0.149)  委託した資金の運用の対価 

 （ 販 売 会 社 ） ( 8)  (0.331)  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 

 （ 受 託 会 社 ） ( 0)  (0.017)  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 0   0.017   (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 ） ( 0)  (0.002)  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 ） ( 0)  (0.015)  印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用 

 合 計 11   0.513    

作成期間の平均基準価額は、2,283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）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。 
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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） 

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。） 
作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した経費

率（年率）は1.34％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）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）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、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。 
（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。 

 



u940860_00_3520853712212.docx 

 
－ 10 － 

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＞ 

○売買及び取引の状況 (2022年４月13日～2022年10月12日) 

 

 

銘 柄 
第179期～第184期 

買 付 売 付 
口 数 金 額 口 数 金 額 

国 
内 

 千口 千円 千口 千円 
ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ － － 2,292,250 657,407 

 
（注）金額は受け渡し代金。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2022年４月13日～2022年10月12日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年４月13日～2022年10月12日) 

 

 該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。 

 

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2022年４月13日～2022年10月12日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○組入資産の明細 (2022年10月12日現在) 

 

銘 柄 
第178期末 第184期末 

口 数 口 数 評 価 額 比 率 

 千口 千口 千円 ％ 

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ 35,892,589 33,600,338 9,848,259 98.6 

合 計 35,892,589 33,600,338 9,848,259 98.6 
 
（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 

 

投資信託証券 
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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＞ 

 

銘 柄 
第178期末 第184期末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

マネー・オープン・マザーファンド 9,453 9,453 9,601 
 
（注）親投資信託の2022年10月12日現在の受益権総口数は、314,225千口です。 

 

○投資信託財産の構成 (2022年10月12日現在) 

項 目 
第184期末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

投資信託受益証券 9,848,259 97.9 

マネー・オープン・マザーファンド 9,601 0.1 

コール・ローン等、その他 201,028 2.0 

投資信託財産総額 10,058,888 100.0 
 
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 

 

親投資信託残高 
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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＞ 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 

項 目 
第179期末 第180期末 第181期末 第182期末 第183期末 第184期末 

2022年５月12日現在 2022年６月13日現在 2022年７月12日現在 2022年８月12日現在 2022年９月12日現在 2022年10月12日現在 

  円 円 円 円 円 円 

(A) 資産 10,076,940,268   10,360,665,628   9,936,317,744   9,855,921,664   10,309,192,608   10,058,888,785   

 コール・ローン等 184,868,813   218,788,200   162,515,222   182,909,335   178,543,660   168,268,396   

 投資信託受益証券(評価額) 9,847,246,061   10,132,275,330   9,723,925,103   9,663,410,231   10,063,064,278   9,848,259,269   

 マネー・オープン・マザーファンド(評価額) 9,602,098   9,602,098   9,602,098   9,602,098   9,602,098   9,601,153   

 未収入金 35,223,296   －   40,275,321   －   57,982,572   32,759,967   

(B) 負債 78,543,745   82,185,587   66,728,243   58,934,011   94,794,874   69,394,609   

 未払収益分配金 44,499,971   44,036,823   43,784,130   43,525,095   43,145,804   42,768,668   

 未払解約金 25,457,983   28,843,290   14,217,807   6,073,143   41,944,766   16,871,744   

 未払信託報酬 8,294,409   8,743,621   7,925,063   8,278,907   8,389,422   8,188,953   

 未払利息 8   176   20   29   120   89   

 その他未払費用 291,374   561,677   801,223   1,056,837   1,314,762   1,565,155   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 9,998,396,523   10,278,480,041   9,869,589,501   9,796,987,653   10,214,397,734   9,989,494,176   

 元本 44,499,971,116   44,036,823,112   43,784,130,043   43,525,095,741   43,145,804,630   42,768,668,264   

 次期繰越損益金 △34,501,574,593   △33,758,343,071   △33,914,540,542   △33,728,108,088   △32,931,406,896   △32,779,174,088   

(D) 受益権総口数 44,499,971,116口 44,036,823,112口 43,784,130,043口 43,525,095,741口 43,145,804,630口 42,768,668,264口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 2,247円 2,334円 2,254円 2,251円 2,367円 2,336円 
 
（注）当ファンドの第179期首元本額は45,163,961,243円、第179～184期中追加設定元本額は575,500,830円、第179～184期中一部解約元本

額は2,970,793,809円です。 
（注）１口当たり純資産額は、第179期0.2247円、第180期0.2334円、第181期0.2254円、第182期0.2251円、第183期0.2367円、第184期

0.2336円です。 
（注）2022年10月12日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は32,779,174,088円です。 
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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＞ 

○損益の状況 

項 目 
第179期 第180期 第181期 第182期 第183期 第184期 

2022年４月13日～ 
2022年５月12日 

2022年５月13日～ 
2022年６月13日 

2022年６月14日～ 
2022年７月12日 

2022年７月13日～ 
2022年８月12日 

2022年８月13日～ 
2022年９月12日 

2022年９月13日～ 
2022年10月12日 

  円 円 円 円 円 円 

(A) 配当等収益 35,312,617   34,908,547   34,681,730   34,448,322   34,009,283   33,670,014   

 受取配当金 35,313,753   34,910,622   34,684,379   34,449,248   34,012,215   33,675,346   

 支払利息 △         1,136   △         2,075   △         2,649   △           926   △         2,932   △         5,332   

(B) 有価証券売買損益 △    98,582,992   402,196,208   △   332,261,548   3,367,622   520,396,675   △   117,838,906   

 売買益 1,886,940   404,796,882   1,480,290   3,715,294   523,567,832   1,092,381   

 売買損 △   100,469,932   △     2,600,674   △   333,741,838   △       347,672   △     3,171,157   △   118,931,287   

(C) 信託報酬等 △     8,585,783   △     9,050,777   △     8,203,460   △     8,569,734   △     8,684,132   △     8,476,622   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △    71,856,158   428,053,978   △   305,783,278   29,246,210   545,721,826   △    92,645,514   

(E) 前期繰越損益金 △13,351,880,336   △13,287,810,669   △12,780,192,731   △13,002,402,107   △12,864,933,814   △12,216,486,912   

(F) 追加信託差損益金 △21,033,338,128   △20,854,549,557   △20,784,780,403   △20,711,427,096   △20,569,049,104   △20,427,272,994   

 (配当等相当額) (     473,844,735)  (     451,332,245)  (     438,948,366)  (     419,149,978)  (     398,764,971)  (     385,699,303)  

 (売買損益相当額) (△21,507,182,863)  (△21,305,881,802)  (△21,223,728,769)  (△21,130,577,074)  (△20,967,814,075)  (△20,812,972,297)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △34,457,074,622   △33,714,306,248   △33,870,756,412   △33,684,582,993   △32,888,261,092   △32,736,405,420   

(H) 収益分配金 △    44,499,971   △    44,036,823   △    43,784,130   △    43,525,095   △    43,145,804   △    42,768,668   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △34,501,574,593   △33,758,343,071   △33,914,540,542   △33,728,108,088   △32,931,406,896   △32,779,174,088   

 追加信託差損益金 △21,051,111,335   △20,864,401,123   △20,802,086,433   △20,728,310,099   △20,578,718,155   △20,444,848,608   

 (配当等相当額) (     456,071,528)  (     441,480,679)  (     421,642,336)  (     402,266,975)  (     389,095,920)  (     368,123,689)  

 (売買損益相当額) (△21,507,182,863)  (△21,305,881,802)  (△21,223,728,769)  (△21,130,577,074)  (△20,967,814,075)  (△20,812,972,297)  

 繰越損益金 △13,450,463,258   △12,893,941,948   △13,112,454,109   △12,999,797,989   △12,352,688,741   △12,334,325,480   
 
（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいい

ます。 
（注）分配金の計算過程（2022年４月13日～2022年10月12日）は以下の通りです。 
 

項 目 
2022年４月13日～ 
2022年５月12日 

2022年５月13日～ 
2022年６月13日 

2022年６月14日～ 
2022年７月12日 

2022年７月13日～ 
2022年８月12日 

2022年８月13日～ 
2022年９月12日 

2022年９月13日～ 
2022年10月12日 

a. 配当等収益(経費控除後) 26,726,764円 34,185,257円 26,478,100円 26,642,092円 33,476,753円 25,193,054円 

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円 0円 0円 0円 0円 0円 

c. 信託約款に定める収益調整金 473,844,735円 451,332,245円 438,948,366円 419,149,978円 398,764,971円 385,699,303円 

d. 信託約款に定める分配準備積立金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 500,571,499円 485,517,502円 465,426,466円 445,792,070円 432,241,724円 410,892,357円 

f. 分配対象収益(１万口当たり) 112円 110円 106円 102円 100円 96円 

g. 分配金 44,499,971円 44,036,823円 43,784,130円 43,525,095円 43,145,804円 42,768,668円 

h. 分配金(１万口当たり) 10円 10円 10円 10円 10円 10円 

 

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。 
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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＞ 

○分配金のお知らせ  

 第179期 第180期 第181期 第182期 第183期 第184期 

１万口当たり分配金（税込み） 10円 10円 10円 10円 10円 10円 
 
 
 

○お知らせ 

 

 2022年４月13日から2022年10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。 

 

約款変更について 

 当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基

づき、次ページ以降にご報告申しあげます。 



種類・項目
ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド クラスＡ

ケイマン籍円建外国投資信託
運用の基本方針

基本方針 リスクを抑制しながら安定的な収益の獲得をめざします。
主な投資対象 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します。
投資方針 ・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。
主な投資制限 ・原則として純資産総額の50％以上を有価証券に投資します。

・株式への投資は行ないません。
収益分配 原則として毎月６日（休日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。

ファンドに係る費用
信託報酬など 純資産総額に対して年率0.323％程度（国内における消費税等相当額はかかりません。）

※ 当該外国投資信託の純資産総額が200億円、為替相場が１米ドル＝120円の場合の概算値で
す。

※ 当該外国投資信託の信託報酬率の内訳は、純資産総額に対し年率0.30％～0.32％と、固定報
酬として年額5,000米ドル（純資産総額に対し年率0.003％相当）です。

※純資産総額や為替相場などにより円換算後の信託報酬率は変動します。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧

問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他

投資顧問会社 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
管理会社 日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド
信託期間 2106年12月31日まで
決算日 原則として、毎年２月末日

─　15　─
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2022年２月28日現在

社債等

国際機関

元本金額
公正価値

JPY
純資産に占める

割合（％）

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド（クラス別）

ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド

　投資ポートフォリオ

SHARE CLASS CURRENCY TOTAL NET ASSETS（Balance）
A JPY 9,530,719,049（100%）
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�&'()*+(y-.yM/0(123(/21y45689:8;y$<=y$>$$y?@ACDEC95FGyy y�HIJyyy7-3I/H+yy y H+*(yy yKy-.yyX-JL-JH2(y�-/)1y!&-/2I/*()#y yN-+)I/O1yy yPQ"yy y7� yy�*LJH/H2I-/H+y!&-/2I/*()#y yRSTyUVTWy>Yy$>Z[5\Z$]yy ŷ%=_>>=>>>yyy ŷ̂ >=><̂=%̀ayyy ŷb̂̀ yyVTdy UVTWy>Yŷ]ZeAfZ$]yy y$=%]>=>>>yyy y]_=̂%<=_̂ ŷyy y>b]̀yy@dgy UVTWy$YyĥZi:CZ$_yy ŷ=a_>=>>>=>>>yyy y$]a=%_̂=<]$yyy y$b̀̂ yy@dgy UVTWy_b%Yy>%Z456Z$_yy y$=]$>=>>>=>>>yyy yh]_=_aa=%_]yyy yhb̀$yyy yy y y y y�-2H+y�*LJH/H2I-/H+y!X-12jyPQ"klmoplqrslqtm#y yklpuvlmuklvvqyyy yktwtoyyy yy y yy y�-2H+yX-JL-JH2(y�-/)1y!X-12jyPQ"klmoplqrslqtm#y yklpuvlmuklvvqyy yktwtoyyy yy y yy y�-JxHJ)yX*JJ(/&�yX-/2JH&21y!�(.(Jy2-y7-2(yk#y yopplutuyy yqwqsyyy yy y yy y�-2H+y7(2y�I/H/&IH+y�11(21y yklpuvltrvlmruyy yktwtuyyy yy y yy y,2'(Jy7(2y�11(21y ytpplukvlksmyy ysqwqryyy yy y yy y�-2H+y7(2y�11(21y ytlprqlustlqvtyy sqqwqqyyy��3�-+yX*JJ(/&�y X-*/2J�yVTdy V8:�E�E:CyT5:�y V8:�E�y@dgy @�E�5:Cyg5	Ay @�E�5y@e
y @�EC5	5y
9:CyT5C�EC6Ey @�EC:y@�gy @A�A�6E:Cyg5	Ay @A�A�6E:yUWTy UCFAC5	E:CyT9\E:�y UCFAC5	E:yUeTy UCFE:CyT9\55y UCFE:y�ey 5�E�:Cyg5	Ay 5�E�Ayg�ey g589fE:Cye95fAy[A�y g589yg�gy g�E�E\\EC5yg5	Ay g�E�E\\EC5	ygdey gA�E	�yR�AD;y gA�:CFyT�Vy T9		E:CyT96�5y T9		E:yRSTy [A9D�yS�8E�:CyT:CFy [A9D�yS�8E�:yyUVTWy�yUCD58C:DEAC:�yV:C�y�A8yT5�AC	D89�DEACy�yW5f5�A\�5CDyyyyyyy��5y:��A�\:C;EC�yCAD5	y�A8�y:CyECD5�8:�y\:8DyA�yD�5	5y�EC:C�E:�y	D:D5�5CD	by

��y�,7ByM7X,cny��7By�y�n�Mn�y�����y,�y7M��,y�cyM7 n��cn7�y�����y!X�"c�7#yy

$%y
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社債等（続き）

国際機関（続き）

元本金額
公正価値

JPY
純資産に占める

割合（％）

国際機関合計（取得原価：8,265,031,092円）

社債等合計（取得原価：8,265,031,092円）

純金融資産合計

外国為替先渡契約

その他純資産

純資産合計

IBRD = 国際復興開発銀行
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当ファンドは、その取り組むデリバティブ商品やヘッジ活動についての情報開示に関し、FASB会計基準編纂
書に記される権威あるガイダンスを採用している。このガイダンスはデリバティブおよびヘッジ活動について
の高度な開示を必要とし、それによって財務報告の透明性を高めている。このガイダンスの目的は、なぜ、ど
のようにデリバティブ商品が使われているか、デリバティブ商品や関連したヘッジがどのように会計処理され
ているか、そしてデリバティブ商品や関連したヘッジが財務状況や業績、キャッシュフローに関係するとすれ
ばどのような影響を与えているかについて、財務諸表のユーザーに対し理解を深めるための目安を示すことで
ある。

このガイダンスを採用することで、資産負債計算書、損益計算書あるいは純資産変動計算書には何らの影響も
なかった。当ファンドはいかなるデリバティブ商品もこのガイドの示すところのヘッジ商品として指定してい
ない。

2022年2月、シリーズ・トラストは以下の為替先渡契約をカストディアンに保有していた。

上記の為替先渡契約はすべて外国通貨のキャッシュフロー管理のための短期的なヘッジに関係している。上記
の未決済契約の相手側通貨はすべて日本円である。上記の為替先渡契約は当期を通して保有された為替先渡契
約を表している。

デリバティブ商品とヘッジ活動

外国為替先渡契約

外国為替先渡契約に係る未実現利益

契約金額（売建）／
買建 通貨 満期日

米ドル未収額／
（未払額）

日本円

外貨受取／
（支払）
日本円

未実現利益／
（損失）
日本円
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当期中平均活動額*
日本円

合計
日本円

純未実現利益の
変動額
日本円

実現損失
日本円

当ファンドは主に外貨のキャッシュフロー管理のための短期的なヘッジとして為替先渡契約に投資しており、
主なリスク・エクスポージャーは外国為替リスクである。当ファンドが保有する為替先渡契約は外貨現金エク
スポージャーの管理のためおよびリスク・ヘッジ目的で使用される。ただし、ASC第815号の要件に基づく会計
目的上、これらのデリバティブはヘッジとみなされない。これらのデリバティブ商品の公正価値の変動額は損
益計算書においてデリバティブに係る実現損失または未実現評価損の純変動額として反映されている。

以下の表は2022年2月28日に終了した年度の損益計算書に含まれるデリバティブに係る純損失を示している。

デリバティブ商品とヘッジ活動（続き）

外国為替先渡契約

* 日本円に転換された各契約の平均想定エクスポージャーを用いて計算された購入活動額に基づく
当期中平均活動額
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ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンド

　損益計算書

2022年2月28日に終了した会計年度
2022
JPY

投資収益
利息収入 445,755,252

投資収益合計 445,755,252

費用
管理報酬 4,805,798
運用報酬 26,698,946
受託者報酬 599,171
専門家報酬 6,920,056
保管費用 2,626,953
その他費用 794,250

ファンド費用合計 42,445,174

投資純利益 403,310,078

実現純損失および未実現利益の変動額
実現損失
投資有価証券 （609,073,504）
外国為替取引および外国為替先渡契約 79,187,258
実現純損失 （529,886,246）

未実現評価益の変動額
投資有価証券 691,165,775
外国為替取引および外国為替先渡契約 （31,272,616）
未実現評価益の純変動額 659,893,159

実現純損失および未実現利益の変動額 130,006,913

運用による純資産の純増加額 533,316,991

─　20　─
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マネー・オープン・マザーファンド 

 

 

 

 

 
第19期（決算日 2022年１月17日) 

(2021年１月16日～2022年１月17日） 
 
 
 

信 託 期 間 2003年３月28日から原則無期限です。 

運 用 方 針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 

主 要 運 用 対 象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。 

組 入 制 限 
株式への投資は行ないません。 

外貨建資産への投資は行ないません。 

 
 
 

わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準と

なったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 

 

 

 

 

運 用 報 告 書 

フ ァ ン ド 概 要 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

＜936243＞
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マネー・オープン・マザーファンド 

 

○最近５期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

債   券 
組 入 比 率 

純 資 産 
総 額  

期 中 
騰 落 率 

 円 ％ ％ 百万円 

15期(2018年１月15日) 10,171 △0.0 － 199 

16期(2019年１月15日) 10,165 △0.1 － 131 

17期(2020年１月15日) 10,162 △0.0 － 696 

18期(2021年１月15日) 10,159 △0.0 － 521 

19期(2022年１月17日) 10,158 △0.0 － 398 
 
（注）元本の安全性を優先した運用を行なっているため、ベンチマークおよび適切な参考指数となる指標はございません。 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 

 騰 落 率 

(期  首) 円 ％ 

2021年１月15日 10,159 － 

１月末 10,159 0.0 

２月末 10,159 0.0 

３月末 10,159 0.0 

４月末 10,159 0.0 

５月末 10,159 0.0 

６月末 10,159 0.0 

７月末 10,158 △0.0 

８月末 10,158 △0.0 

９月末 10,158 △0.0 

10月末 10,158 △0.0 

11月末 10,158 △0.0 

12月末 10,158 △0.0 

(期  末)   

2022年１月17日 10,158 △0.0 
 
（注）騰落率は期首比です。 

 

【運用報告書の表記について】 

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の

値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 
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マネー・オープン・マザーファンド 

○運用経過 (2021年１月16日～2022年１月17日) 

 

期間の初め10,159円の基準価額は、期間末に

10,158円となり、騰落率は△0.0％となりました。 

 

 

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の

通りです。 

 

＜値下がり要因＞ 

・ 無担保コール翌日物金利がマイナス圏で推移し

たこと。 

 

 

 

（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－0.02％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、－0.03％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－0.10％近辺から、日銀による国債買入れの継続な

どを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.09％近辺で期間末を迎えました。 

 

 

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。 

 

○今後の運用方針 

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。主要投資対象は原則として、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。 

基準価額の推移 

 

 
期  首 期中高値 期中安値 期  末 

2021/01/15 2021/01/18 2021/07/12 2022/01/17 

10,159円 10,159円 10,158円 10,158円 

  

基準価額の推移 

基準価額の変動要因 

ポートフォリオ 
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マネー・オープン・マザーファンド 

○１万口当たりの費用明細 (2021年１月16日～2022年１月17日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○売買及び取引の状況 (2021年１月16日～2022年１月17日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2021年１月16日～2022年１月17日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年１月16日～2022年１月17日) 

 

 該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。 

 

○組入資産の明細 (2022年１月17日現在) 

 

 2022年１月17日現在、有価証券等の組入れはございません。 

 

○投資信託財産の構成 (2022年１月17日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

コール・ローン等、その他 403,501 100.0 

投資信託財産総額 403,501 100.0 
 
（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 
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○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年１月17日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 403,501,108   

 コール・ローン等 403,501,108   

(B) 負債 4,649,853   

 未払解約金 4,649,636   

 未払利息 217   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 398,851,255   

 元本 392,661,920   

 次期繰越損益金 6,189,335   

(D) 受益権総口数 392,661,920口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,158円 
 
（注）当ファンドの期首元本額は513,302,339円、期中追加設定元

本額は10,849,375円、期中一部解約元本額は131,489,794円
です。 

（注）2022年１月17日現在の元本の内訳は以下の通りです。 
・グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 203,495,014円
・グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 111,327,794円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 15,233,545円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース) 12,333,159円
・世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 9,828,359円
・高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 7,402,307円
・日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,197,609円
・資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 5,343,847円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 3,475,983円
・資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 2,895,008円
・グローバル３倍３分法（適格機関投資家専用） 2,604,787円
・日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド 2,195,069円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース) 2,186,479円
・資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース 1,425,003円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型（米ドルコース） 1,388,565円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 933,076円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース） 643,634円
・高金利先進国債券オープン（資産成長型） 600,892円
・日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家転売制限付） 568,933円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース) 553,810円
・グローバル３倍３分法オープン（適格機関投資家専用） 548,589円
・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース） 262,423円
・上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300 198,295円
・上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型 19,740円

（注）１口当たり純資産額は1.0158円です。 

○損益の状況 (2021年１月16日～2022年１月17日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △   54,169   

 支払利息 △   54,169   

(B) 当期損益金(Ａ) △   54,169   

(C) 前期繰越損益金 8,158,253   

(D) 追加信託差損益金 171,625   

(E) 解約差損益金 △2,086,374   

(F) 計(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) 6,189,335   

 次期繰越損益金(Ｆ) 6,189,335   
 
（注）損益の状況の中で(D)追加信託差損益金とあるのは、信託の

追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差
額分をいいます。 

（注）損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の
際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 

 
 

 

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる
企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。 
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○お知らせ 

 

 2021年１月16日から2022年１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。 

 

約款変更について 



マネー・オープン・マザーファンド
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（円）

10,155

10,156

10,157

10,158

10,159

10,160

10,161

2021/2 2021/4 2021/6 2021/8 2021/10 2021/12

　2022年１月17日現在、有価証券等の組入れはございません。
組入資産の内容 （2022年１月17日現在）

（2021年１月16日～2022年１月17日）

※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。

（2021年１月16日～2022年１月17日）
　該当事項はございません。
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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＞」は、2022年10月12日に第184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当期間の信託報酬のうち、日々の純資産総額に年率0.05%
を乗じた金額、総額2,516,195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これまでの寄付金の総額は累計で、546,242,741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。

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。

寄付についてのご報告
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