
日興スリートップ（資産成長型）

交付運用報告書
追加型投信／内外／資産複合

第14期（決算日2022年9月15日）

作成対象期間（2021年9月16日～2022年9月15日）

第14期末（2022年9月15日）
基 準 価 額 27,351円
純 資 産 総 額 83百万円

第14期
騰 落 率 9.1％
分配金（税込み）合計 35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（資産成長型）」は、
2022年9月15日に第14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。

当ファンドは、2023年9月15日に信託期間が終了し、償還を迎える予定です。
それに伴ない、2023年６月16日以降、購入申込（既に申込されている定時定額による取得を除きます。）は受
付停止とさせていただきます。

お 知 ら せ 

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。

＜952788＞
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日興スリートップ（資産成長型）

運用経過
期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

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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期　首：25,091円
期　末：27,351円（既払分配金（税込み）：35円）
騰落率：	 9.1％	（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、期首（2021年9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。

（2021年9月16日～2022年9月15日）

　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） 6.5％
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） 8.4％
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） 10.9％
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） 9.2％
世界高配当株式 グローバル高配当株式マザーファンド 22.9％
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日興スリートップ（資産成長型）

　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＞
・�為替市場においてアメリカドル、ユーロ、新興国通貨が対円で全般的に上昇したこと。
・組入債券の利息収入を得たこと。
・堅調な企業業績の発表が続いたこと。
・米国長期金利の上昇が落ち着き、利上げ加速への警戒感が後退したこと。

＜値下がり要因＞
・主要先進国、新興国の国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと。
・欧州／米国の高利回り債券のスプレッド（国債に対する上乗せ金利）が拡大したこと。
・ウクライナ紛争を背景にコモディティ価格の急騰やインフレへの懸念が強まったこと。
・�中国における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けたロックダウン（都市封鎖）により、同国景気
の低迷に加えてサプライチェーン（供給網）の混乱が生じたこと。
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日興スリートップ（資産成長型）

項　　　　　目
当　　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
380

（226）

（146）

（	 	 9）

％
1.466

（0.872）

（0.561）

（0.033）

（a）	信託報酬＝期中の平均基準価額×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）

2

（	 	 2）

（	 	 0）

0.008

（0.008）

（0.000）

（b）		売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の	
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）

2

（	 	 2）

（	 	 0）

0.008

（0.008）

（0.000）

（c）	 	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の
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）

34

（	 	 8）

（	 	 1）

（	 25）

（	 	 0）

0.130

（0.029）

（0.004）

（0.096）

（0.000）

（d）		その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益
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 418 1.612
期中の平均基準価額は、25,948円です。

（注）	 	期中の費用（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。

１万口当たりの費用明細 （2021年9月16日～2022年9月15日）
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日興スリートップ（資産成長型）

（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。）
期中の運用・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。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除
した経費率（年率）は1.59％です。

（単位：％）

経費率（①＋②） 1.59

①当ファンドの費用の比率 1.59

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 ―

（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。

運用管理費用
（投信会社）
0.87％

運用管理費用
（販売会社）
0.56％

経費率
1.59％

当ファンド
1.59％

その他費用
0.13％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％
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日興スリートップ（資産成長型）

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

2019年9月17日
決算日

2020年9月15日
決算日

2021年9月15日
決算日

2022年9月15日
決算日

基準価額 （円） 20,813 20,922 21,374 22,160 25,091 27,351
期間分配金合計（税込み） （円） ― 35 35 35 35 35
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 0.7 2.3 3.8 13.4 9.1
純資産総額 （百万円） 54 63 66 55 67 83
（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 （2017年9月15日～2022年9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、2017年9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。
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日興スリートップ（資産成長型）

投資環境 （2021年9月16日～2022年9月15日）

（高格付債券市況）
　米国債券市場は、期間の前半、米国ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）によるテーパリング（量的緩和の
縮小）開始への警戒感やＦＲＢが早期の金融政策の正常化を強く示唆したことなどを背景に大幅に下落
しました。その後はロシアがウクライナに対する軍事侵攻に踏み切り一時的に上昇に転じる局面も見ら
れましたが、期間の後半にかけては、インフレの加速を背景にＦＲＢがバランスシートの縮小開始を決
定し、インフレ抑制に向けて大幅な利上げを継続する姿勢を明確にしたことから下落しました。期間を
通じて見ても米国債券市場は下落しました。
　欧州債券市場は、期間の前半、ＥＣＢ（欧州中央銀行）がＰＥＰＰ（パンデミック緊急購入プログラム）
の縮小を決定したことや域内のインフレ率が過去最高を更新したことなどを受け、ＥＣＢによる金融政
策正常化の前倒し観測が広がったことから下落しました。期間の半ばはロシアのウクライナ侵攻に伴な
い上昇に転じる局面もありましたが、期間の後半にかけては、ＥＣＢがＡＰＰ（資産購入プログラム）
の終了時期を2022年７-9月期とする方針を示したことやインフレの一段の加速を受けて大幅な利上げ
に踏み切り、その後も積極的な金政引き締めを継続する方針を示したことから下落を続けました。期間
を通じて見ると欧州債券市場も下落しました。

（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）は下落しました。
　米国高利回り債券市場では、期間の初めに新型コロナウイルスの変異株に対する過度な警戒感が後退
したことや、原油価格の上昇などがプラス要因となりました。一方で、期間の半ば以降、ロシアによる
ウクライナ侵攻をきっかけに投資家がリスク回避姿勢を強めたことや、インフレ率の継続的な上昇を背
景にＦＲＢが積極的な金融引き締めを進めたことにより企業収益の圧迫や景気後退懸念が広がったこと
などから、米国高利回り債券市場は下落しました。
　欧州高利回り債券市場は、ロシアがウクライナへ侵攻したことにより、欧州へのエネルギー供給や欧
州景気への影響が懸念されたことや、域内のインフレが加速していることによりＥＣＢが利上げを開始
したことなどを受け、期間を通じて見ると下落しました。

（エマージング債券市況）
　期間中の新興国債券市場（円ベース）は下落したものの、新興国通貨（対円）は上昇しました。
　新興国債券市場（円ベース）は、期間の前半は、新興国でもインフレ率が上昇するなか、ブラジルな
ど一部の国で利上げが実施されたことなどがマイナス要因となったものの、新型コロナウイルスのオミ
クロン株に対する過度な懸念が後退したことなどが下支えとなり、横ばいの展開となりました。期間の
半ばには、ロシアがウクライナへ侵攻し、欧米がロシアへの経済制裁を強化したことなどから投資家が
リスク回避姿勢を強め、大幅に下落しました。期間の後半は、複数の国で資金支援にかかるＩＭＦ（国
際通貨基金）との交渉に進展が見られたことなどがプラス要因となったものの、引き続き高水準のイン
フレを背景に継続的な利上げを実施する国が相ついだことなどがマイナス要因となり、期間を通じて見
ると新興国債券市場（円ベース）は下落しました。
　新興国通貨は、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化やインフレ率の高止まりを背景に、景気悪化や
政情不安の高まりに対する懸念を受けて対アメリカドルで下落したものの、継続的に利上げを行なう米
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日興スリートップ（資産成長型）

国と緩和を維持する日本の金融政策の違いから急激な円安／アメリカドル高が進んだことを背景に、対
円では上昇しました。

（株式市況）
　期間中の世界株式市場は、現地通貨ベースで見て下落しました。
　期間の初めから半ばにかけては、強弱の材料が入り混じるなかで一進一退の展開が続きました。その
後は、ロシアのウクライナ侵攻を背景としたコモディティ価格の急騰や、インフレ抑制を目的としたＦ
ＲＢの積極的な金融引き締めへの警戒感とそれに伴なう米国長期金利の上昇などから、下落に転じまし
た。期間末にかけては、世界的な景気減速への懸念が強まるなかで米国長期金利の上昇が落ち着き、利
上げ加速への警戒感が後退したことなどから、下落幅を縮小しました。また、米国長期金利上昇を反映
して期間中に円安／アメリカドル高が進行したことなどから、円ベースでは上昇となりました。

（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）

9742022/12021/1080
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日興スリートップ（資産成長型）

（2021年9月16日～2022年9月15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～
2021年10月４日

2021年10月５日～
2021年11月３日

2021年11月４日～
2022年４月４日

2022年４月５日～
2022年５月８日

高格付債券、高利回り債券、新興国債券 71.20％ 74.00％ 71.50％ 74.50％
世界株式 7.80％ 7.10％ 7.80％ 9.00％
世界高配当株式 21.00％ 18.90％ 20.70％ 16.50％

資　産 2022年５月9日～
2022年６月２日

2022年６月３日～
2022年７月４日

2022年７月５日～
2022年9月４日

2022年9月５日～
当作成期間末

高格付債券、高利回り債券、新興国債券 72.00％ 74.20％ 76.70％ 79.00％
世界株式 9.90％ 9.00％ 8.10％ 7.30％
世界高配当株式 18.10％ 16.80％ 15.20％ 13.70％

　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、2021年10月５日、11月４日、2022年４月５日、５月9日、６月３日、７月５日、9月５日の７度、
資産配分（目標組入比率）を変更しました。2021年10月、2022年６月、７月、9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。2021年11月、2022年５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。2022年４月の変更については、債券資産（高格付債券、高
利回り債券、新興国債券）および世界株式への投資配分を引き上げた一方、世界高配当株式への投資配
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））
　金利戦略では、主要国の経済動向と金融政策のスタンスに着目しつつ、状況に応じて機動的に国別配
分を行ないました。具体的には、デンマークの金利リスクを多めとしつつ、米国や英国の金利リスクに
ついては期間を通じて少なめとしました。また、ユーロ圏の金利リスクは期間を通じてコア国は少なめ
とし、周辺国についても期間末にかけて削減しました。セクター戦略では、金融機関債、新興国債券の
中で、リスクを考慮しても魅力的な利回りを提供する銘柄に選択的に投資をする一方、政府系モーゲー
ジ債はやや消極姿勢としました。通貨配分戦略では、各国の経済状況、利回りの高さなどを考慮し、相
対的に投資妙味のあるノルウェークローネ、オーストラリアドルなどの投資比率を多めとしました。
　上記の結果、米国や欧州などの金利リスクを少なめとしたことはプラスの寄与となりましたが、デン
マークの金利リスクを多めとしたほか、社債の銘柄選択や米国の非政府系モーゲージ債への投資などが
マイナスの影響となり、期間を通じては市場を下回るパフォーマンスとなりました。
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日興スリートップ（資産成長型）

（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、多くの企業が手元資金の確保に努めてきており、デフォルト（債務不履行）率は低位で推移
するとみておりました。一方で、欧米の中央銀行が積極的な金融引き締めを進めていることなどを受け
て、企業収益が圧迫される可能性が高まっている点には注視する必要があると考えていました。上述の
見通しの下、当戦略は慎重な姿勢を維持しながらも、投資妙味のある業種・銘柄の選別を行ないまし
た。具体的には、経済活動の再開の恩恵を受けるホテルや航空、消費財などへの投資比率を多めとしま
した。一方、ｅコマース市場の拡大が加速するなか、対面販売への依存度が高い一部の小売などへの投
資比率を低く抑えました。その結果、消極姿勢とした小売のパフォーマンスが相対的に軟調となったこ
となど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））
　トルコ（債券）への消極姿勢などがマイナスに影響した一方、ポーランド（債券）やトルコ（通貨）
に対する消極姿勢やロシア（通貨）に対する積極姿勢がプラスに寄与しました。

（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、「ヘルスケア」セクターにおける銘柄選択や「コミュニケーション・サービス」セクターの
組入比率を少なめとした業種選択などが相対的なプラス要因となりました。一方、「金融」や「一般消費
財・サービス」セクターの銘柄選択などはマイナス要因となりました。

（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６割とし、また欧州（含む英国）
は約２割としました。欧州地域は、配当利回り面での魅力度が高いと判断した銘柄を中心に保有しまし
た。
　セクター別では、ヘルスケアや金融セクターなど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、配当の安定性や成長が見込めるものと
判断しました。医薬品／メドテックセクターや金融サービスセクターなどにおける銘柄選択が、パフ
ォーマンスにプラスに寄与しました。一方、テクノロジー（半導体／ハードウェア）セクターや自動車
および自動車部品セクターにおける銘柄選択は、パフォーマンスにマイナスの影響となりました。
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日興スリートップ（資産成長型）

当ファンドのベンチマークとの差異 （2021年9月16日～2022年9月15日）

（2021年9月16日～2022年9月15日）分配金
　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。

（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14期

2021年9月16日　
～2022年9月15日

当期分配金 35
（対基準価額比率） 0.128％
当期の収益 35
当期の収益以外 ―

翌期繰越分配対象額 22,666

（単位：円、１万口当たり、税込み）
○分配原資の内訳

　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。
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日興スリートップ（資産成長型）

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、「Ｐ
ＩＭＣＯ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、各国中央銀行の動向を踏まえ、ファンド全体でのデュレーション（金利感応度）
は市場対比でアンダーウェイトとし、国・地域・年限間の相対価値を重視して投資します（デンマーク
のオーバーウェイトに対し、ユーロ圏、米国、英国をアンダーウェイト）。また、セクター戦略について
は社債や資産担保証券の中で、リスクを考慮しても魅力的と考えられる銘柄に選択的に投資します。通
貨戦略については、各国の経済状況、利回りの高さなどを考慮し、相対的に投資妙味のあるオーストラ
リアドルやノルウェークローネなどをオーバーウェイトとしています。
　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））
　グローバル・ハイイールド債券市場については、多くの企業が手元資金の確保に努めてきており、デ
フォルト率は引き続き低位で推移するとみています。一方で、欧米の中央銀行が積極的な金融引き締め
を進めていることなどを受けて、企業収益が圧迫される可能性が高まっている点には注視する必要があ
ると考えています。上述の見通しの下、当戦略は慎重な姿勢を維持しながらも、投資妙味のある業種・
銘柄の選別を行なう方針です。具体的には、経済活動の再開以降に個人消費が持ち直していることなど
から消費財への投資比率を多めとします。一方、低炭素社会の実現に向けた取り組みがグローバルに進
むなかで構造的な変化に直面している電力、ｅコマース市場の拡大が加速するなか、対面販売への依存
度が高い一部の小売への投資比率を低く抑える方針です。
　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。

（ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ））
　新興国では、インフレ率の上昇や先進国における金融引き締めの影響から主要４ヵ国（ブラジル、ロ
シア、インド、メキシコ）の2022年における経済成長率は2021年から大きく低下すると予想していま
す。また、食料品やエネルギー価格の上昇が続くなか、エマージング諸国の中でも原油、鉄鉱石、小麦
といった資源輸出国については貿易収支の改善の恩恵を期待できる一方、多くのエマージング諸国では
インフレ率が一段と上昇する点には注視が必要です。加えて、食料価格の高騰によって政情不安が高ま
る国や地政学的リスクの影響を受ける国が増える可能性があると考えています。
　より一層投資対象の選別が重要となるなか、具体的な国別選択では、資源の産出による恩恵が期待で
き、また中央銀行の信頼性が高い南アフリカを積極姿勢としています。通貨については、商品市況の上
昇や利上げが期待されることなどから投資妙味が高いとみてベトナムドンやブラジルレアルを積極姿勢
とします。一方、中央銀行に対する信頼性が懸念されるトルコリラや地政学的に経済制裁や貿易戦争の
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リスクが危惧される中国人民元を消極姿勢としています。
　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よる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。

（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と判断する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。
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お知らせ

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 2008年11月12日から2023年9月15日までです。

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
毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針で
す。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

当ファンドの概要

　2021年9月16日から2022年9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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（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

（2017年9月末～2022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）� �2017年9月から2022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 25.0 42.1 59.8 62.7 5.4 11.4 19.3
最小値 △8.0 △16.0 △12.4 △19.4 △3.5 △4.5 △9.4
平均値 6.3 8.3 16.2 9.9 0.1 3.5 2.5

《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、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、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、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属しま
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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15

日興スリートップ（資産成長型）

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】
（2021年７月１日～2022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。

（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2022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。

その他
1.7%

短期国債
7.9%

バンク・ローン
債務
4.0%

社債等
86.3%

（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。

アメリカドル
68.7%

ユーロ
28.1%

その他
0.7%

イギリスポンド
2.5%その他

12.8%

米国
56.6%

カナダ
4.5%

ルクセンブルク
5.2%

英国
6.8%

スペイン
3.4%

フランス
5.4%

イタリア
5.2%

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 米国短期国債	0.634%	due	07/19/2022 短期国債 アメリカドル 米国 3.7
2 Clydesdale	Acquisition	Holdings,	Inc.	8.750%	due	04/15/2030 社債等 アメリカドル 米国 1.9
3 米国短期国債	1.633%	due	09/15/2022 短期国債 アメリカドル 米国 1.8
4 米国短期国債	0.748%	due	07/14/2022 短期国債 アメリカドル 米国 1.3
5 米国短期国債	1.692%	due	09/29/2022 短期国債 アメリカドル 米国 1.1
6 H-Food	Holdings	LLC	5.354%	due	05/23/2025 バンク・ローン債務 アメリカドル 米国 1.0
7 Armor	Holdco,	Inc.	8.500%	due	11/15/2029 社債等 アメリカドル 米国 1.0
8 Altice	France	S.A.	2.500%	due	01/15/2025 社債等 ユーロ フランス 0.9
9 Nidda	Healthcare	Holding	GmbH	3.500%	due	09/30/2024 社債等 ユーロ ドイツ 0.9
10 UniCredit	SpA	4.875%	due	02/20/2029 社債等 ユーロ イタリア 0.9

組入銘柄数 230銘柄

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】
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○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14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） 30.5
ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ） 23.1
ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ） 22.1
その他 20.6

組入銘柄数 5銘柄

項　　　　　目
第14期末

2022年9月15日
純 資 産 総 額 83,327,985円
受 益 権 総 口 数 30,465,649口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 27,351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）期中における追加設定元本額は8,948,670円、同解約元本額は5,282,283円です。

国内投資信託
受益証券
75.7％

国内投資証券
7.2％

その他
3.6％

親投資信託
受益証券
13.5％

円
96.4％

その他
3.6％

バミューダ
75.7％

ルクセンブルグ
7.2％

日本
13.5％

その他
3.6％

当ファンドのデータ
組入資産の内容

純資産等

（2022年9月15日現在）
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16

日興スリートップ（資産成長型）

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】
（2021年７月１日～2022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。

（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2022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。
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短期国債
7.9%
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4.0%

社債等
86.3%

（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。

アメリカドル
68.7%

ユーロ
28.1%

その他
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2.5%その他
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英国
6.8%

スペイン
3.4%

フランス
5.4%

イタリア
5.2%

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 米国短期国債	0.634%	due	07/19/2022 短期国債 アメリカドル 米国 3.7
2 Clydesdale	Acquisition	Holdings,	Inc.	8.750%	due	04/15/2030 社債等 アメリカドル 米国 1.9
3 米国短期国債	1.633%	due	09/15/2022 短期国債 アメリカドル 米国 1.8
4 米国短期国債	0.748%	due	07/14/2022 短期国債 アメリカドル 米国 1.3
5 米国短期国債	1.692%	due	09/29/2022 短期国債 アメリカドル 米国 1.1
6 H-Food	Holdings	LLC	5.354%	due	05/23/2025 バンク・ローン債務 アメリカドル 米国 1.0
7 Armor	Holdco,	Inc.	8.500%	due	11/15/2029 社債等 アメリカドル 米国 1.0
8 Altice	France	S.A.	2.500%	due	01/15/2025 社債等 ユーロ フランス 0.9
9 Nidda	Healthcare	Holding	GmbH	3.500%	due	09/30/2024 社債等 ユーロ ドイツ 0.9
10 UniCredit	SpA	4.875%	due	02/20/2029 社債等 ユーロ イタリア 0.9

組入銘柄数 230銘柄

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】
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組入上位ファンドの概要
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17

日興スリートップ（資産成長型）

ＰＩＭＣＯエマージング債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）

（円）

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

2021/8/31 2021/10/31 2021/12/31 2022/2/28 2022/4/30

【基準価額の推移】
（2021年７月１日～2022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。

（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2022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。

ソブリン債
42.2%

社債等
15.4%

短期国債
28.4%

その他
7.1%モーゲージ証券

7.0%

（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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銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 日本短期国債	(0.098%)	due	07/11/2022 短期国債 日本円 日本 9.6
2 日本短期国債	(0.146%)	due	09/20/2022 短期国債 日本円 日本 4.9
3 South	Africa	Government	International	Bond	10.500%	due	12/21/2026 ソブリン債 南アフリカランド 南アフリカ 4.7
4 シンガポール短期国債	1.161%	due	07/08/2022 短期国債 シンガポールドル シンガポール 4.6
5 米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル	2.069%	due	10/25/2022 短期国債 アメリカドル 米国 4.1
6 Israel	Government	Bond	0.000%	due	10/07/2022 ソブリン債 イスラエルシェケル イスラエル 2.9
7 イスラエル短期国債	1.184%	due	03/02/2023 短期国債 イスラエルシェケル イスラエル 2.7
8 Swiss	Insured	Brazil	Power	Finance	Sarl	9.850%	due	07/16/2032 社債等 ブラジルレアル ブラジル 2.6
9 Banco	BTG	Pactual	S.A.	8.300%	due	08/15/2024 社債等 ブラジルレアル ブラジル 2.2
10 米国短期国債	0.778%	due	07/12/2022 短期国債 アメリカドル 米国 2.2

組入銘柄数 196銘柄

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】
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ＰＩＭＣＯグローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）
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【基準価額の推移】
（2021年７月１日～2022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。

（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2022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。
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（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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銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 SAL	1.48%	due	07/01/2022 レポ契約 アメリカドル ― 7.0
2 Fannie	Mae,	TBA	3.000%	due	08/01/2052 米国政府機関債 アメリカドル 米国 4.8
3 日本短期国債	(0.106%)	due	08/29/2022 短期国債 日本円 日本 4.8
4 U.S.	Treasury	Notes	2.750%	due	02/28/2025 米国財務省証券 アメリカドル 米国 4.7
5 Fannie	Mae,	TBA	3.500%	due	08/01/2052 米国政府機関債 アメリカドル 米国 4.7
6 U.S.	Treasury	Notes	2.750%	due	08/31/2023 米国財務省証券 アメリカドル 米国 4.1
7 Fannie	Mae,	TBA	4.000%	due	08/01/2052 米国政府機関債 アメリカドル 米国 4.0
8 日本短期国債	(0.094%)	due	09/12/2022 短期国債 日本円 日本 3.0
9 BPS	-0.56%	due	09/08/2022 レポ契約 ユーロ ― 3.0
10 U.S.	Treasury	Bonds	1.875%	due	02/15/2041 米国財務省証券 アメリカドル 米国 2.9

組入銘柄数 371銘柄

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】
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18

日興スリートップ（資産成長型）

ＰＩＭＣＯエマージング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】
（2021年７月１日～2022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。

（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2022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。
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（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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銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 日本短期国債	(0.098%)	due	07/11/2022 短期国債 日本円 日本 9.6
2 日本短期国債	(0.146%)	due	09/20/2022 短期国債 日本円 日本 4.9
3 South	Africa	Government	International	Bond	10.500%	due	12/21/2026 ソブリン債 南アフリカランド 南アフリカ 4.7
4 シンガポール短期国債	1.161%	due	07/08/2022 短期国債 シンガポールドル シンガポール 4.6
5 米国財務省キャッシュ・マネジメント・ビル	2.069%	due	10/25/2022 短期国債 アメリカドル 米国 4.1
6 Israel	Government	Bond	0.000%	due	10/07/2022 ソブリン債 イスラエルシェケル イスラエル 2.9
7 イスラエル短期国債	1.184%	due	03/02/2023 短期国債 イスラエルシェケル イスラエル 2.7
8 Swiss	Insured	Brazil	Power	Finance	Sarl	9.850%	due	07/16/2032 社債等 ブラジルレアル ブラジル 2.6
9 Banco	BTG	Pactual	S.A.	8.300%	due	08/15/2024 社債等 ブラジルレアル ブラジル 2.2
10 米国短期国債	0.778%	due	07/12/2022 短期国債 アメリカドル 米国 2.2

組入銘柄数 196銘柄

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】
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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】
（2021年７月１日～2022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。

（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

（2022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。
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（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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銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 SAL	1.48%	due	07/01/2022 レポ契約 アメリカドル ― 7.0
2 Fannie	Mae,	TBA	3.000%	due	08/01/2052 米国政府機関債 アメリカドル 米国 4.8
3 日本短期国債	(0.106%)	due	08/29/2022 短期国債 日本円 日本 4.8
4 U.S.	Treasury	Notes	2.750%	due	02/28/2025 米国財務省証券 アメリカドル 米国 4.7
5 Fannie	Mae,	TBA	3.500%	due	08/01/2052 米国政府機関債 アメリカドル 米国 4.7
6 U.S.	Treasury	Notes	2.750%	due	08/31/2023 米国財務省証券 アメリカドル 米国 4.1
7 Fannie	Mae,	TBA	4.000%	due	08/01/2052 米国政府機関債 アメリカドル 米国 4.0
8 日本短期国債	(0.094%)	due	09/12/2022 短期国債 日本円 日本 3.0
9 BPS	-0.56%	due	09/08/2022 レポ契約 ユーロ ― 3.0
10 U.S.	Treasury	Bonds	1.875%	due	02/15/2041 米国財務省証券 アメリカドル 米国 2.9

組入銘柄数 371銘柄

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】
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