
日興スリートップ（隔月分配型）

交付運用報告書
追加型投信／内外／資産複合

第70期（決算日2018年５月15日） 第71期（決算日2018年７月17日） 第72期（決算日2018年９月18日）

作成対象期間（2018年３月16日～2018年９月18日）

第72期末（2018年９月18日）
基 準 価 額 6,099円
純 資 産 総 額 26,554百万円

第70期　～　第72期
騰 落 率 0.9％
分配金（税込み）合計 210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、「日興スリートップ（隔月分配型）」は、
2018年９月18日に第72期の決算を行ないまし
た。
　当ファンドは、投資信託証券への投資を通じ
て、世界の債券および株式に幅広く分散投資を行
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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日興スリートップ（隔月分配型）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

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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第70期首：6,253円
第72期末：6,099円	（既払分配金（税込み）：210円）
騰 落 率：	 0.9％	（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３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３月16日～2018年９月18日）

○基準価額の主な変動要因
　当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の債券および株式に幅広く分散投資を行ない、
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。当作成期間における各投資
先ファンドの騰落率は、以下の通りとなりました。

資産 ファンド名 騰落率
高格付債券 ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ） 3.4％
高利回り債券 ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ） 4.9％
新興国債券 ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ） △7.3％
世界株式 キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ） 4.1％
世界高配当株式 グローバル高配当株式マザーファンド 6.6％
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日興スリートップ（隔月分配型）

　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＞
・世界経済の拡大を背景に企業業績が引き続き堅調であったこと。
・ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の利上げペースの加速懸念が後退したこと。
・為替市場において対アメリカドルで円安が進行したこと。

＜値下がり要因＞
・�米国の保護主義的な通商政策や米中貿易摩擦に対する懸念が高まったこと。
・米国などの国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと。
・トルコリラの急落により世界的に不安が広がり、新興国通貨が対円で下落したこと。
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3

日興スリートップ（隔月分配型）

項　　　　　目
第70期～第72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
46

（27）

（17）

（	 1）

％
0.738

（0.439）

（0.282）

（0.017）

（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

（	 1）

（	 0）

0.011

（0.011）

（0.000）

（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）

1

（	 1）

0.016

（0.016）

（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

（	 1）

（	 0）

（	 0）

（	 0）

0.027

（0.020）

（0.003）

（0.004）

（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、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合　　　　　計 50 0.792
作成期間の平均基準価額は、6,181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）	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。

１万口当たりの費用明細 （2018年３月16日～2018年９月18日）
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4

日興スリートップ（隔月分配型）

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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2017年９月15日
決算日

2018年９月18日
決算日

基準価額 （円） 6,624 7,162 6,899 5,768 6,458 6,099
期間分配金合計（税込み） （円） ― 420 420 420 420 420
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 14.8 2.0 △	 	 10.6 19.6 0.9
純資産総額 （百万円） 54,674 49,689 40,950 31,061 30,740 26,554
（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９月17日～2018年９月18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９月17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。
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5

日興スリートップ（隔月分配型）

投資環境 （2018年３月16日～2018年９月18日）

（高格付債券市況）
　期間を通じて見ると、先進国債券市場は下落しました。
　米国債券市場は、期間の前半にかけて、ＦＲＢが金融正常化を継続するなか、下落しました。期間の
後半にかけては、貿易摩擦懸念の高まりなどを背景に、安全資産として米国国債に対する需要が拡大し
たことがプラス材料となり、米国債券市場は下落幅を縮小しました。期間を通じて見ると、米国債券市
場は小幅に下落しました。
　欧州債券市場は、イタリアの政局不安やトルコリラの急落などを背景に、イタリアの金利が上昇した
一方、安全資産としての需要からドイツの金利が低下し、上昇しました。また、2018年６月のＥＣＢ（欧
州中央銀行）理事会において、量的緩和は2018年内に終了するものの、政策金利は2019年夏まで現行
水準に留めるとの見通しが示されたこともプラス材料となりました。

（高利回り債券市況）
　期間を通じて見ると、高利回り債券市場（現地通貨ベース）は上昇しました。
　米国高利回り債券市場は、米国国債利回りの上昇がマイナス要因となったものの、原油価格が堅調に
推移したことや、雇用環境の着実な回復や良好な企業決算が確認されたことがプラス要因となり、上昇
しました。欧州高利回り債券市場は、イタリアの連立政権を巡る不透明感やＥＣＢが金融緩和に対して
ハト派寄りの姿勢を示したことなどからドイツ国債金利が低下したことや、主要経済指標が良好な内容
であったことなどがプラス要因に働き、小幅に上昇しました。セクター別では銀行、小売などが相対的
に振るわない結果となりました。一方、ヘルスケア、メディアなどが相対的に良好なパフォーマンスと
なりました。

（エマージング債券市況）
　新興国債券市場（円ベース）および新興国通貨（対円）は下落しました。
　新興国債券市場（円ベース）は、原油をはじめとするコモディティ価格の上昇はプラス要因であった
一方、米国金利の上昇を背景に新興国からの資金流出が懸念されたこと、米中および米トルコ間の貿易
摩擦に対する懸念などを受けてリスク回避の動きが進行したことなどから、下落しました。新興国通貨
（対円）は、米中貿易摩擦の先鋭化、トルコリラの急落に端を発する新興国市場の混乱を背景に大きく下
落しました。

（株式市況）
　期間中の世界株式市場は上昇しました。
　期間中は、米国の保護主義的な通商政策や貿易摩擦に対する懸念、米国長期金利の上昇などの懸念材
料が株式市場の重しになる場面もありましたが、米国の堅調な景気動向や雇用統計、企業業績が引き続
き好調に推移していることに加え、ＦＲＢ議長が漸進的な利上げが適切であるとの見方を示し、当面の
緩やかな金利上昇ペースが継続するとの見方も安心感となり、米国の主要株価指数は最高値を更新しま
した。米国がけん引する形で、世界株式市場は上昇しました。

010_3531153633011_952567.indd   5 2018/11/06   13:37:48



6

日興スリートップ（隔月分配型）

（為替市況）
　期間中における主要通貨（対円）
は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移
（円）

986 752018/495

100

105

110

115

120

円／ユーロの推移
（円）

986 752018/4115

120

125

130

135

140

（2018年３月16日～2018年９月18日）当ファンドのポートフォリオ
（当ファンド）
　当作成期間における各資産の配分比率は、投資顧問会社である「日興グローバルラップ株式会社」か
らの投資助言に従い、以下の比率をめどとしました。

資　　　　　産 当作成期間初～
2018年４月３日

2018年４月４日～
2018年５月６日

2018年５月７日～
2018年６月４日

2018年６月５日～
2018年７月３日

2018年７月４日～
当作成期間末

高格付債券、高利回り債券、新興国債券 74.7％ 77.1％ 74.9％ 72.5％ 70.2％
世界株式 8.6％ 7.8％ 8.5％ 9.3％ 9.8％
世界高配当株式 16.7％ 15.1％ 16.6％ 18.2％ 20.0％

　各投資対象資産の値動きや割安度、金融市場における投資家心理の変化などを総合的に考慮した結
果、2018年４月４日、５月７日、６月５日、７月４日の４度、資産配分（目標組入比率）を変更しま
した。４月の変更については、世界株式および世界高配当株式への投資配分を引き下げた一方、債券資
産（高格付債券、高利回り債券、新興国債券）への投資配分を引き上げました。５月、６月、７月の変
更では、世界株式および世界高配当株式への投資配分を引き上げた一方、債券資産（高格付債券、高利
回り債券、新興国債券）への投資配分を引き下げました。

（ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ））
　主要国の経済動向と金融政策のスタンスの相違に着目しつつ、状況に応じて機動的に国別配分を行な
いました。米国では、金融政策の正常化が進むものの、他の主要先進国対比で金利は高い水準にあり、
今後の上昇幅は限定的であるとの見方から、金利リスクは若干多めとしました。一方、欧州においては、
イタリアの政局不安やトルコリラの急落などを背景に、安全資産としての需要が見込まれるドイツの金
利リスクを若干多めとし、イタリアの金利リスクを少なめとしました。通貨配分戦略では、米国の貿易摩
擦懸念の先鋭化や、トルコリラの急落などの影響を考慮し、新興国通貨を少なめとする一方、利上げに
伴なう金利差の拡大を意識し、アメリカドルへの投資比率を多めとしました。セクター戦略では、リスク
対比で投資妙味があると考える社債の中でも金融セクターやカバード・ボンドへ投資したほか、米国住
宅市場の回復の恩恵を享受すると考えられる非エージェンシー・モーゲージ債の保有も継続しました。
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日興スリートップ（隔月分配型）

　上記の結果、ドイツの金利リスクを多めとした一方でイタリアの金利リスクを少なめとしたことや、
非エージェンシー・モーゲージ債とデンマークやスウェーデンのカバード・ボンドへの投資がプラスの
寄与となりました。

（ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ））
　期間中、これまでのグローバル経済が主要中央銀行の非伝統的な金融政策に支えられており、その効
果低減が見られることや、徐々に金融政策が正常化に向かいつつある点を考慮すると、足元の底堅い景
況感および金融システムは必ずしも持続可能ではなく、ダウンサイドリスクにも配慮した戦略構築を重
視しました。具体的には、参入障壁が高く、先進国における高齢化の進行が好材料になると考えられる
ヘルスケアセクターや、米国の景気回復の恩恵を受けると考えられる建設資材セクターに対して積極姿
勢とした一方、通信技術の発展に伴ない市場シェアを奪われると考えられる通信セクターに対して消極
姿勢としました。
　上記の結果、消極姿勢とした通信セクターのパフォーマンスが相対的に堅調となったことはマイナス
に影響しましたが、消極姿勢とした銀行セクターのパフォーマンスが相対的に軟調だったことや、積極
姿勢としたヘルスケアセクターのパフォーマンスが相対的に堅調だったことがプラスに寄与しました。

（ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ））
　エジプト（通貨）に対する積極姿勢などがプラスに寄与したものの、ブラジル（債券）およびロシア（通
貨）に対する積極姿勢などがマイナスに影響しました。

（キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ））
　期間中は、「金融」セクターにおけるアンダーウェイトや「素材」セクターの銘柄選択などが相対的な
プラス要因となりました。一方、「生活必需品」や「一般消費財・サービス」セクターの銘柄選択などが
マイナス要因となりました。
　セクター別構成の変化では、「ヘルスケア」などの組入比率を引き上げた一方、「一般消費財・サービス」
などの組入比率を引き下げました。

（グローバル高配当株式マザーファンド）
　ポートフォリオの構成については、国別では配当が魅力的でキャッシュフローの安定した銘柄が多く
あると考えている米国（米国上場の他国株式を除く）の組入比率を約５割とし、また欧州（含む英国）
は約４割としました。欧州地域は、景気が回復に向かいつつあると期待される環境下、配当利回り面で
の魅力度の高い銘柄を中心に保有しました。
　セクター別では、保険や通信セクターの組入比率を高めにしました。これらのセクターは、企業の財
務状況が健全で、堅調なキャッシュフローに支えられ、配当の成長が見込めるものと判断しました。
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8

日興スリートップ（隔月分配型）

（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70期 第71期 第72期

2018年３月16日
～2018年５月15日

2018年５月16日
～2018年７月17日

2018年７月18日
～2018年９月18日

当期分配金 70 70 70
（対基準価額比率） 1.109％ 1.111％ 1.135％
当期の収益 70 70 70
当期の収益以外 ― ― ―

翌期繰越分配対象額 1,900 1,985 2,071

（単位：円、１万口当たり、税込み）

　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

分配金

（2018年３月16日～2018年９月18日）

（2018年３月16日～2018年９月18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。
○分配原資の内訳
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日興スリートップ（隔月分配型）

今後の運用方針
（当ファンド）
　引き続き、原則として、「ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券、�
「ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券、「ＰＩＭＣＯエマー
ジング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券、「キャピタル・グループ・グローバル・エク
イティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」投資証券および「グローバル高配当株式マザーファンド」受
益証券への投資を通じて分散投資を行ないます。

（ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ））
　金利戦略においてはＦＲＢのバランスシートの縮小政策の影響などに関する不透明感をはじめとした、
各国中央銀行の動向を踏まえ、金利リスクは少なめとします。国別では金融政策の正常化が進むものの、
他の主要先進国対比で金利は高い水準にあり、今後の上昇幅が限定的であるとみられる米国や、欧州で
の安全資産としての需要の高まりからドイツの金利リスクを若干多めとする一方、イタリアや英国の金
利リスクを少なめとします。また、セクター戦略については相対的に魅力がある資産担保証券（モーゲー
ジ債、デンマークやスウェーデンのカバード・ボンドなど）や、社債の中でも米国を中心とした金融債
を選好するほか、米国の将来的なインフレ上昇への備えとして米国の物価連動債へ投資します。
　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。

（ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ））
　マクロ環境の変化に対する耐性などにも配慮しながら業種・銘柄選択を行なう方針です。具体的には、
季節的な修復需要に伴ない、家財修繕やリフォーム需要の高まりを享受すると考えられる建設資材セク
ターなどの投資比率を多めとします。一方、ワイヤレス通信の拡大によるシェアの低迷が考えられる通
信（固定回線）セクターへの投資比率を少なめとします。
　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。

（ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ））
　エマージング諸国への投資に際しては、先進国の金融政策や保護主義的な通商政策が及ぼす影響が国
ごとに異なるため、引き続き国別選択が重要になると考えます。具体的な国別選択については、欧州地
域のエマージング諸国の中で相対的にファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）が良好なポーランドや、
インフレの安定化が期待できる南アフリカの債券について積極姿勢とします。通貨については、他のエ
マージング通貨に比べて割安感があり投資妙味が相対的に高いとみているエジプトや堅調な原油価格を
背景に国内経済の回復や相対的に高い金利収入が期待できるナイジェリアなどを積極姿勢とします。
　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。

（キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ））
　強固な財務体質を持つ企業や、革新的な技術力で高い収益成長が期待できる企業など、中長期的に見
て魅力的な銘柄に投資していく方針です。今後も、世界各国の経済および市場動向を注視しながら、長
期的な視点と徹底した企業調査に基づく個別銘柄選択に基づいた世界株式運用を継続していく方針です。
　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。
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10

日興スリートップ（隔月分配型）

（グローバル高配当株式マザーファンド）
　引き続き、配当ならびにキャッシュフローが安定的かつ魅力的な企業への投資に注力する方針です。
原則としてファンダメンタル・リサーチによって、長期的な収益力とキャッシュフローを生み出す力を
持った企業の発掘に努めていきます。これらの企業の本源的価値と市場価格を比較することで、優れた
キャッシュフローを生み出す力を持ち、配当が安定的または成長しているにもかかわらず、株価が割安
に放置されていると考えられる銘柄を見極めます。配当水準が高く、中長期的に配当の増加および株価
の上昇が見込める企業を厳選し、投資を行なう方針です。
　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_3531153633011_952567.indd   10 2018/11/06   13:37:49



11

日興スリートップ（隔月分配型）

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2006年10月31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。）の一部、またはすべてに分散投資を行ない、インカム
収益の確保を図るとともに、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

「ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券
「ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券
「ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券
「キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」投資証券
「グローバル高配当株式マザーファンド」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、投資信託証券への投資を通じて、世界の債券および株式に幅広く分散投資を行ない、収益の源泉
を分散するとともに、高水準のインカムを追求します。世界の債券や株式などで運用を行なう投資信託証券
などをバランスよく組み合わせることにより、マーケット環境などに左右されにくい、安定した資産の成長
をめざします。資産配分比率については随時見直しを行ないます。外貨建資産への投資にあたっては、原則
として為替ヘッジを行ないません。

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、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。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託者が決定す
る額を付加して分配を行なう場合があります。

当ファンドの概要

お知らせ
　2018年３月16日から2018年９月18日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

　当ファンドについて、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２に定める信用リ
スクを適正に管理する方法として、一般社団法人投資信託協会規則に従って委託会社が合理的な方法を
定め、かつ「同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の50％以下」とする規定および
「同一銘柄の不動産投信の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下」とする規定を削
除するべく、2018年６月16日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました。また、約款付表の運用
制限を明確化するべく、「派生商品取引」との記載を「デリバティブ取引」へ変更いたしました。（付表、
第19条、第20条、第23条）
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日興スリートップ（隔月分配型）

（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9月末～2018年8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９月から2018年８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 34.8 65.0 57.1 37.2 9.3 29.1 21.4
最小値 △18.1 △22.0 △17.5 △27.4 △4.0 △12.3 △17.4
平均値 7.7 16.6 16.9 10.9 2.1 5.8 3.1

《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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日興スリートップ（隔月分配型）

○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72期末
％

ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ） 25.7
ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ） 21.5
グローバル高配当株式マザーファンド 20.8
その他 30.6

組入銘柄数 5銘柄

項　　　　　目
第70期末 第71期末 第72期末

2018年５月15日 2018年７月17日 2018年９月18日
純 資 産 総 額 28,006,479,737円 27,518,107,887円 26,554,780,714円
受 益 権 総 口 数 44,862,026,109口 44,151,321,140口 43,541,652,017口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 6,243円 6,233円 6,099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および国内投資証券には外国籍（邦貨建）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70期～第72期）中における追加設定元本額は589,815,284円、同解約元本額は2,154,764,472円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容

純資産等

（2018年９月18日現在）

％

国内投資信託
受益証券
67.8％

その他
1.4％

国内投資証券
10.0％

親投資信託
受益証券
20.8％ 円

98.6％

その他
1.4％

その他
1.4％

ルクセンブルグ
10.0％

バミューダ
67.8％

日本
20.8％

ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）

（円）
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【基準価額の推移】
（2017年７月１日～2018年６月30日）

【１万口当たりの費用明細】

　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。

（2017年７月１日～2018年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2018年６月30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】

社債等
81.3％

レポ契約
16.0％

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。

イギリスポンド
2.7％

その他
18.7%

アメリカドル
81.3％

ユーロ
15.1％

その他
1.7％

英国
6.3％

その他
27.0％

米国
49.2％

カナダ
2.9％

ドイツ
3.2％

ケイマン諸島
3.2％

オランダ
5.1％

ルクセンブルク
4.0％

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 SAL	2.22%	due	07/02/2018 レポ契約 アメリカドル ― 16.0
2 Barclays	Bank	PLC	7.625%	due	11/21/2022 社債等 アメリカドル 英国 1.2
3 Pisces	Midco,	Inc.	8.000%	due	04/15/2026 社債等 アメリカドル 米国 1.0
4 Intesa	Sanpaolo	SpA	5.017%	due	06/26/2024 社債等 アメリカドル イタリア 0.8
5 Royal	Bank	of	Scotland	Group	PLC	6.125%	due	12/15/2022 社債等 アメリカドル 英国 0.8
6 Sprint	Corp.	7.875%	due	09/15/2023 社債等 アメリカドル 米国 0.8
7 Altice	France	S.A.	6.250%	due	05/15/2024 社債等 アメリカドル フランス 0.8
8 UPCB	Finance	VII	Ltd.	3.625%	due	06/15/2029 社債等 ユーロ ケイマン諸島 0.7
9 Jaguar	Land	Rover	Automotive	PLC	3.875%	due	03/01/2023 社債等 イギリスポンド 英国 0.7
10 Valeant	Pharmaceuticals	International,	Inc.	9.000%	due	12/15/2025 社債等 アメリカドル カナダ 0.7

組入銘柄数 312銘柄
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14

日興スリートップ（隔月分配型）

組入上位ファンドの概要
ＰＩＭＣＯグローバルハイイールドストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）

（円）
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【基準価額の推移】
（2017年７月１日～2018年６月30日）

【１万口当たりの費用明細】

　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。

（2017年７月１日～2018年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2018年６月30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】

社債等
81.3％

レポ契約
16.0％

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。

イギリスポンド
2.7％

その他
18.7%

アメリカドル
81.3％

ユーロ
15.1％

その他
1.7％

英国
6.3％

その他
27.0％

米国
49.2％

カナダ
2.9％

ドイツ
3.2％

ケイマン諸島
3.2％

オランダ
5.1％

ルクセンブルク
4.0％

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 SAL	2.22%	due	07/02/2018 レポ契約 アメリカドル ― 16.0
2 Barclays	Bank	PLC	7.625%	due	11/21/2022 社債等 アメリカドル 英国 1.2
3 Pisces	Midco,	Inc.	8.000%	due	04/15/2026 社債等 アメリカドル 米国 1.0
4 Intesa	Sanpaolo	SpA	5.017%	due	06/26/2024 社債等 アメリカドル イタリア 0.8
5 Royal	Bank	of	Scotland	Group	PLC	6.125%	due	12/15/2022 社債等 アメリカドル 英国 0.8
6 Sprint	Corp.	7.875%	due	09/15/2023 社債等 アメリカドル 米国 0.8
7 Altice	France	S.A.	6.250%	due	05/15/2024 社債等 アメリカドル フランス 0.8
8 UPCB	Finance	VII	Ltd.	3.625%	due	06/15/2029 社債等 ユーロ ケイマン諸島 0.7
9 Jaguar	Land	Rover	Automotive	PLC	3.875%	due	03/01/2023 社債等 イギリスポンド 英国 0.7
10 Valeant	Pharmaceuticals	International,	Inc.	9.000%	due	12/15/2025 社債等 アメリカドル カナダ 0.7

組入銘柄数 312銘柄
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15

日興スリートップ（隔月分配型）

ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）

（円）
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【基準価額の推移】
（2017年７月１日～2018年６月30日）

【１万口当たりの費用明細】

　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。

（2017年７月１日～2018年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2018年６月30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】

社債等
31.6％

短期国債
30.4％

米国政府
機関債
25.1％

その他
2.2％

米国財務省
証券
5.0％

コマーシャル・ペーパー
2.8％

ソブリン債
16.7％

モーゲージ
証券
7.9％

（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。

イギリスポンド	2.6％

その他
18.7%

アメリカドル
61.6％

日本円
24.8％

ユーロ
11.4％

デンマーク
クローネ
5.3％

その他
5.5％オーストラリア

ドル
3.4％

スウェーデン
クローネ
7.1％

日本
29.2％

その他
19.0％

米国
46.6％

フランス
4.2％

スウェーデン
5.0％

デンマーク
5.3％

スペイン
6.6％

英国
5.7％

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 日本短期国債	（0.136%）	due	08/06/2018 短期国債 日本円 日本 10.2
2 Fannie	Mae,	TBA	3.500%	due	07/01/2048 米国政府機関債 アメリカドル 米国 8.1
3 日本短期国債	（0.156%）	due	08/27/2018 短期国債 日本円 日本 6.2
4 Fannie	Mae,	TBA	4.000%	due	09/01/2048 米国政府機関債 アメリカドル 米国 5.1
5 Fannie	Mae,	TBA	3.500%	due	08/01/2048 米国政府機関債 アメリカドル 米国 3.8
6 スペイン短期国債	（0.534%）	due	07/13/2018 短期国債 ユーロ スペイン 3.1
7 Fannie	Mae,	TBA	3.000%	due	08/01/2048 米国政府機関債 アメリカドル 米国 3.1
8 フランス短期国債	（0.582%）	due	08/01/2018 短期国債 ユーロ フランス 2.5
9 日本短期国債	（0.180%）	due	07/23/2018 短期国債 日本円 日本 2.4
10 Nykredit	Realkredit	A/S	1.000%	due	01/01/2019 社債等 デンマーククローネ デンマーク 2.0

組入銘柄数 212銘柄

091_3531153633011.indd   1 2018/11/06   13:36:33

グローバル高配当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 PFIZER INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 4.7 
2 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ アメリカドル アメリカ 3.7 
3 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス アメリカドル アメリカ 3.6 
4 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス スイスフラン スイス 3.4 
5 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 3.4 
6 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス スイスフラン スイス 3.0 
7 NEXTERA ENERGY INC 公益事業 アメリカドル アメリカ 2.9 
8 PEPSICO INC 食品・飲料・タバコ アメリカドル アメリカ 2.8 
9 UNILEVER NV-CVA 家庭用品・パーソナル用品 ユーロ オランダ 2.7 
10 INTL BUSINESS MACHINES CORP ソフトウェア・サービス アメリカドル アメリカ 2.5 

組入銘柄数 77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。

（2017年９月16日～2018年９月18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】

外国株式
98.3％

外国投資証券
1.0％

その他
0.7％

（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。

その他
3.2％

アメリカドル
49.5％

カナダドル
1.8％

イギリスポンド
7.0％

スイスフランスイスフラン
8.6％

ユーロ
26.9％

ノルウェークローネ
1.6％

シンガポールドル
1.3％

その他
14.9％

アメリカ
45.4％

日本
3.0％

スイス
8.6％

フランス
12.3％

イギリス
7.0％

オランダ
5.4％

ドイツ
3.6％

（円）

15,000
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16,000
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17,000
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19,000

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

（2017年９月16日～2018年９月18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）

14
（14
（ 0

円

）
）

0.083
（0.082
（0.000

％

）
）

（b）有 価 証 券 取 引 税
（株 式）

16
（16）

0.097
（0.097）

（c）そ の 他 費 用
（保 管 費 用）
（そ の 他）

24
（24
（ 0

）
）

0.142
（0.139
（0.002

）
）

合　　　計 54 0.322
期中の平均基準価額は、17,032円です。

（2018年９月18日現在）
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日興スリートップ（隔月分配型）

ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）

（円）
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【基準価額の推移】
（2017年７月１日～2018年６月30日）

【１万口当たりの費用明細】

　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。

（2017年７月１日～2018年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2018年６月30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】

社債等
31.6％

短期国債
30.4％

米国政府
機関債
25.1％

その他
2.2％

米国財務省
証券
5.0％

コマーシャル・ペーパー
2.8％

ソブリン債
16.7％

モーゲージ
証券
7.9％

（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。

イギリスポンド	2.6％

その他
18.7%

アメリカドル
61.6％

日本円
24.8％

ユーロ
11.4％

デンマーク
クローネ
5.3％

その他
5.5％オーストラリア

ドル
3.4％

スウェーデン
クローネ
7.1％

日本
29.2％

その他
19.0％

米国
46.6％

フランス
4.2％

スウェーデン
5.0％

デンマーク
5.3％

スペイン
6.6％

英国
5.7％

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 日本短期国債	（0.136%）	due	08/06/2018 短期国債 日本円 日本 10.2
2 Fannie	Mae,	TBA	3.500%	due	07/01/2048 米国政府機関債 アメリカドル 米国 8.1
3 日本短期国債	（0.156%）	due	08/27/2018 短期国債 日本円 日本 6.2
4 Fannie	Mae,	TBA	4.000%	due	09/01/2048 米国政府機関債 アメリカドル 米国 5.1
5 Fannie	Mae,	TBA	3.500%	due	08/01/2048 米国政府機関債 アメリカドル 米国 3.8
6 スペイン短期国債	（0.534%）	due	07/13/2018 短期国債 ユーロ スペイン 3.1
7 Fannie	Mae,	TBA	3.000%	due	08/01/2048 米国政府機関債 アメリカドル 米国 3.1
8 フランス短期国債	（0.582%）	due	08/01/2018 短期国債 ユーロ フランス 2.5
9 日本短期国債	（0.180%）	due	07/23/2018 短期国債 日本円 日本 2.4
10 Nykredit	Realkredit	A/S	1.000%	due	01/01/2019 社債等 デンマーククローネ デンマーク 2.0

組入銘柄数 212銘柄
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グローバル高配当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 PFIZER INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 4.7 
2 COCA-COLA CO/THE 食品・飲料・タバコ アメリカドル アメリカ 3.7 
3 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス アメリカドル アメリカ 3.6 
4 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス スイスフラン スイス 3.4 
5 MERCK & CO. INC. 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 3.4 
6 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス スイスフラン スイス 3.0 
7 NEXTERA ENERGY INC 公益事業 アメリカドル アメリカ 2.9 
8 PEPSICO INC 食品・飲料・タバコ アメリカドル アメリカ 2.8 
9 UNILEVER NV-CVA 家庭用品・パーソナル用品 ユーロ オランダ 2.7 
10 INTL BUSINESS MACHINES CORP ソフトウェア・サービス アメリカドル アメリカ 2.5 

組入銘柄数 77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。

（2017年９月16日～2018年９月18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】

外国株式
98.3％

外国投資証券
1.0％

その他
0.7％

（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。

その他
3.2％

アメリカドル
49.5％

カナダドル
1.8％

イギリスポンド
7.0％

スイスフランスイスフラン
8.6％

ユーロ
26.9％

ノルウェークローネ
1.6％

シンガポールドル
1.3％

その他
14.9％

アメリカ
45.4％

日本
3.0％

スイス
8.6％

フランス
12.3％

イギリス
7.0％

オランダ
5.4％

ドイツ
3.6％

（円）
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15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

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

（2017年９月16日～2018年９月18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）

14
（14
（ 0

円

）
）

0.083
（0.082
（0.000

％

）
）

（b）有 価 証 券 取 引 税
（株 式）

16
（16）

0.097
（0.097）

（c）そ の 他 費 用
（保 管 費 用）
（そ の 他）

24
（24
（ 0

）
）

0.142
（0.139
（0.002

）
）

合　　　計 54 0.322
期中の平均基準価額は、17,032円です。

（2018年９月18日現在）
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