
交付運用報告書

■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター0120 -104 - 694
（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販
売会社にお問い合わせください。

当ファンドは投資信託約款において、運用報告書（全体版）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、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファンド
の詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者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。

東京都千代田区丸の内1-8-2　http://www.am-one.co.jp/

受益者の皆さまへ
毎々格別のお引き立てに預かり、厚くお礼申し
上げます。
さて、ご投資いただいております「ハイブリッ
ド証券ファンドメキシコペソコース」は、
2018年４月12日に第56期決算を行いまし
た。
当ファンドは、主として世界の金融機関が発行
する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、
安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目
指して運用を行います。投資対象とする外国投
資信託では、原則として投資対象資産の発行通
貨を売り、メキシコペソ買いの為替取引を行い
ます。当作成対象期間につきましても、これに
沿った運用を行いました。ここに第51期から
第56期までの運用状況をご報告申し上げま
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。

作成対象期間 2017年10月13日～2018年４月12日

第51期 決算日：2017年11月13日

第52期 決算日：2017年12月12日

第53期 決算日：2018年１月12日

第54期 決算日：2018年２月13日

第55期 決算日：2018年３月12日

第56期 決算日：2018年４月12日

第56期末
（2018年４月12日）

基 準 価 額 6,863円
純資産総額 6,281百万円

第51期～
第56期

騰 落 率 0.1％
分配金合計 360円

（注１）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。
（注２）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

ハイブリッド証券ファンド
メキシコペソコース

追加型投信／海外／債券
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1

ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

運用経過の説明
基準価額等の推移

（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用する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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）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あります。
（注５）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因
　円建てのケイマン諸島籍外国投資信託である「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セ
キュリティーズ・サブ・トラスト－ＭＸＮクラス」（以下、「サブデット・ファンド」）を通じて、世
界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資することを目指しました。また、サブデット・
ファンドで組み入れている外貨建資産について、実質的に債券の発行通貨売り／メキシコペソ買いの為
替取引を行いました。
　当作成期間の基準価額はおおむね横ばいとなりました。主な変動要因は以下の通りです。

＜上昇要因＞
　ハイブリッド証券への投資による利息収入などが上昇要因となりました。

＜下落要因＞
　メキシコペソが対円で下落したことや１月以降の米国の金利上昇などが下落要因となりました。
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第50期末
（2017.10.12）

第51期末
（2017.11.13）

第52期末
（2017.12.12）

第53期末
（2018.１.12）

第54期末
（2018.２.13）

第55期末
（2018.３.12）

第56期末
（2018.４.12）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

第51期首 ： 7,216円
第56期末 ： 6,863円
（既払分配金360円）
騰 落 率 ： 0.1％
（分配金再投資ベース）
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１万口当たりの費用明細

項目

第51期～第56期

項目の概要（2017年10月13日
～2018年４月12日）
金額 比率

(ａ) 信託報酬 40円 0.565％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は7,009円です。

（投信会社） (15) (0.215) 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価
額の算出等の対価

（販売会社） (23) (0.334) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
口座内でのファンドの管理等の対価

（受託会社） ( 1) (0.016) 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価

(ｂ) その他費用 0 0.002 (ｂ) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（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かかる費用

合計 40 0.567
（注１）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・解約によって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。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「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を乗じたものです。項目ごと

に小数点以下第４位を四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。
（注５）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ファンドの概要に表示する

こととしております。
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ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

最近５年間の基準価額等の推移

（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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２）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用する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。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、設定日の基準価額に合わせて指数化しています。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設
定当初の元本額を表示してあります。

2013年７月11日
設定日

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

2018年４月12日
決算日

基準価額（分配落） （円） 10,000 10,104 10,163 7,457 6,924 6,863

期間分配金合計（税引前） （円） － 480 720 720 720 720

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － 6.0 7.9 △　20.3 3.2 9.6

純資産総額 （百万円） 12 629 585 392 2,486 6,281
（注１）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あります。
（注２）純資産総額の単位未満は切り捨てて表示してあります。
（注３）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、

2014年４月14日の騰落率は設定当初との比較です。
（注４）投資信託証券を通じて世界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行うという当ファンドのコンセプトに適した指数等がご

ざいません。よって、ベンチマーク等は特定しておりません。
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CS5_18405586_02_os7One_ハイブリッド証券Fメキシコペソ_交運_運用経過.indd   3 2018/06/13   15:55:28



4

投資環境
●ハイブリッド証券市場
　ハイブリッド証券市場はおおむね横ばいとなりました。米国を中心に国債利回りは上昇（価格は下
落）しましたが、利息収入などが下支えとなりました。
　米国国債利回りは大幅に上昇しました。12月にかけては一進一退の展開となりましたが、１月以降、
堅調な経済指標などを背景に米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が高まったことが上昇
要因となりました。作成期末にかけては米中貿易摩擦に対する思惑などをにらみながらもみ合う展開と
なりました。
　欧州国債利回りは小幅に上昇しました。１月にかけては、米国国債利回りの上昇につられたことや欧
州中央銀行（ＥＣＢ）による金融緩和の縮小観測が上昇要因となりました。しかし２月中旬以降はＥＣ
Ｂ総裁が金融政策正常化について慎重な見方を示したことなどから上昇幅は縮小しました。
　スプレッドは拡大しました。１月にかけては米国などにおける堅調な経済指標を背景に縮小しました
が、その後は株式市場の不安定な動向などを受けたリスク回避姿勢の高まりにより拡大しました。

●国内短期金融市場
　日本円ＴＩＢＯＲ３ヵ月物利回りは、日本銀行がマイナス金利の適用などの緩和的な金融政策を継続
したことなどから、引き続き低水準で推移しました。

●為替市場
　メキシコペソは対円で下落しました。北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）再交渉をはじめとした主要貿
易相手国である米国の通商政策に対する不透明感や、財務公債省が与党政治家の活動資金を融通してい
たと報じられたことなどが下落要因となりました。
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（円） メキシコペソ対円レートの推移

※為替レートは、ＷＭ／ロイターのロンドン時間午後４時の仲値
です。

※値は前営業日を用いて作成しています。
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日本円ＴＩＢＯＲ３ヵ月物（365日ベース）の推移
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ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

ポートフォリオについて
●当ファンド
　サブデット・ファンドを高位に組み入れました。また、国内短期公社債マザーファンドの組み入れを
継続しました。

●サブデット・ファンド
　ポートフォリオの構成については、種類別では期限付劣後債を中心としつつ、優先証券、普通社債、
永久劣後債も組み入れました。地域別では、米国や英国、フランス、オランダなどにおけるナショナ
ル・チャンピオン（国を代表する金融機関）である上位行を選好しました。欧州銘柄については、ナ
ショナル・チャンピオンの中でも資本の充実した金融機関を選別し組み入れました。
　なお、米ドル以外の通貨建て債券については原則として債券の発行通貨売り／米ドル買いの為替取引
を行い、そのうえで米ドル売り／メキシコペソ買いの為替取引を行いました。

●国内短期公社債マザーファンド
　主として円建ての公社債に投資することにより安定した収益の確保を目指しましたが、ファンドに
とって損失の発生が明らかなマイナス利回りの債券の組み入れを行わず、作成期を通じて債券を非保有
としました。
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0.8000
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（円）

グローバル・サブオーディネイティド・デット・
セキュリティーズ・サブ・トラスト－
ＭＸＮクラスの基準価額の推移

※基準価額は１口当たりです。
※当作成期間における分配金（累計）を加算しています。
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ベンチマークとの差異について
　運用の目標となるベンチマーク、および参考指数は特定していないため、グラフは掲載しておりませ
ん。

分配金
　収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、以下の表の通りとさせていただきました。なお、収
益分配金に充てなかった利益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（１万口当たり）

項目
第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期

2017年10月13日
～2017年11月13日

2017年11月14日
～2017年12月12日

2017年12月13日
～2018年１月12日

2018年１月13日
～2018年２月13日

2018年２月14日
～2018年３月12日

2018年３月13日
～2018年４月12日

当期分配金（税引前） 60円 60円 60円 60円 60円 60円
対基準価額比率 0.830％ 0.823％ 0.857％ 0.873％ 0.880％ 0.867％
当期の収益 60円 60円 60円 60円 60円 60円
当期の収益以外 －円 －円 －円 －円 －円 －円

翌期繰越分配対象額 1,103円 1,112円 1,120円 1,124円 1,130円 1,136円
（注１）「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額

が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異な

ります。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額で

す。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。
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ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

今後の運用方針
●当ファンド
　ハイブリッド証券市場や資金動向などを考慮しながら、安定した収益の確保を目指し、サブデット・
ファンドを高位に組み入れる方針です。また、国内短期金融市場や資金動向に留意しながら、国内短期
公社債マザーファンドの組み入れを継続する方針です。

●サブデット・ファンド
　社債市場全般については、慎重に臨む必要はあるものの、やや強気の見方をしています。今後も、良
好なマクロ経済環境や堅調な企業業績などが市場を下支えすると考えています。一方、過去と比較する
とバリュエーションに割高感が見られることやクレジット・サイクルの状況、Ｍ＆Ａ（企業の合併・買
収）の動向などが市場に与える影響を注視しています。このような投資環境認識の下、投資の対象とな
るセクターや銘柄の選定を行います。銘柄に関しては、引き続き米国、英国、フランス、オランダなど
におけるナショナル・チャンピオンである上位行を中心に組み入れます。また、欧州銘柄については、
ナショナル・チャンピオンの中でも資本が充実している銀行などを中心に組み入れる方針です。

●国内短期公社債マザーファンド
　短期公社債などを中心に投資を行い、安定した収益の確保を目指しますが、市場環境によっては、目
標とする運用ができない場合があります。
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当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券

信 託 期 間 2013年７月11日から2019年10月15日までです。

運 用 方 針 投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目
指して運用を行います。

主要投資対象

ハイブリッド証券ファンド
メ キ シ コ ペ ソ コ ー ス 投資信託証券。

グ ロ ー バ ル ・ サ ブ
オ ー デ ィ ネ イ テ ィ ド ・
デット・セキュリティーズ・
サ ブ ・ ト ラ ス ト －
Ｍ Ｘ Ｎ ク ラ ス

主に世界の金融機関が発行する期限付劣後債および普通社債に投
資を行います。

国 内 短 期 公 社 債
マ ザ ー フ ァ ン ド 本邦通貨建ての公社債。

運 用 方 法

以下の投資信託証券を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券に
実質的に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行
います。投資対象とする外国投資信託では、原則として投資対象資産の発行通貨を売
り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。
ケイマン諸島籍外国投資信託

グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラス
ト－ＭＸＮクラス（以下、「サブデット・ファンド」といいます。）円建受益証券

内国証券投資信託（親投資信託）
国内短期公社債マザーファンド受益証券

各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものと
し、サブデット・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本としま
す。

分 配 方 針

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価
益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を
中心に委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこ
とがあります。前記にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や
市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。留保
益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
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ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（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 26.8 65.0 65.7 47.4 9.3 34.9 43.7
最小値 △24.0 △22.0 △17.5 △27.4 △4.0 △12.3 △17.4
平均値 0.9 20.1 20.3 12.8 2.2 8.2 5.7

（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４月から2018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。な

お、当ファンドは、2014年７月以降の年間騰落率を用いています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、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（配当込み、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。

※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

各資産クラスの騰落率について
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所及び各
指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。ま
た、株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、
当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

△40

△20
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100

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４月末～2018年３月末）

最大値（当ファンド） 最大値 最小値（当ファンド） 最小値 平均値

CS5_18405586_02_os7One_ハイブリッド証券Fメキシコペソ_交運_運用経過.indd   9 2018/06/13   15:55:28



10

当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2018年４月12日現在）

◆組入ファンド等
第56期末

2018年４月12日
グローバル・サブオーディネイティド・デット・
セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＭＸＮクラス 97.2％

国内短期公社債マザーファンド 0.1
組入銘柄数 2銘柄

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）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）に記載してあります。

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）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あります。
（注３）その他は、純資産総額から有価証券等を差し引いた数字です。
（注４）比率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示してあります。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

純資産等
項目 第51期末 第52期末 第53期末 第54期末 第55期末 第56期末

2017年11月13日 2017年12月12日 2018年１月12日 2018年２月13日 2018年３月12日 2018年４月12日
純資産総額 6,915,217,925円 6,939,347,086円 6,627,159,044円 6,495,636,068円 6,361,970,618円 6,281,753,641円

受益権総口数 9,642,826,178口 9,600,473,764口 9,541,854,042口 9,530,340,704口 9,416,038,929口 9,153,375,032口
1万口当たり基準価額 7,171円 7,228円 6,945円 6,816円 6,757円 6,863円

（注）当作成期間（第51期～第56期）における追加設定元本額は415,328,724円、同解約元本額は932,556,728円です。

親投資信託
受益証券
0.1％

その他
2.6％

外国（邦貨建）投資信託証券
97.2％

◆資産別配分

日本
0.1％

その他
2.6％

ケイマン諸島
97.2％

◆国別配分
その他
2.6％

円
97.4％

◆通貨別配分
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ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

組入ファンドの概要
［グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＭＸＮクラス］

◆１万口当たりの費用明細
（2016年４月１日～2017年３月31日）

　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。

6,000

7,000

8,000

9,000

2016.３.31 2017.３.31

(円)
◆基準価額の推移

（2016年４月１日～2017年３月31日）

◆組入上位10銘柄
（2017年３月31日現在）

銘柄名 種別 通貨 国（地域） 比率
％

1 GOLDMAN SACHS US$ LIQ RS I 投資ファンド 米ドル アメリカ 3.8
2 BANK OF AMERIC 4.183% 2027/11/25 債券 米ドル アメリカ 2.5
3 JPMORGAN CHASE  4.25% 2027/10/01 債券 米ドル アメリカ 2.2
4 WELLS FARGO & CO 4.9% 2045/11/17 債券 米ドル アメリカ 2.1
5 CITIGROUP INC 4.45% 2027/09/29 債券 米ドル アメリカ 2.1
6 DIRECT LINE  V/R 2042/04/27/GBP/ 債券 英ポンド イギリス 2.0
7 MORGAN STANLEY 3.125% 2026/07/27 債券 米ドル アメリカ 1.9
8 COOPERATIEVE V/R 2026/05/26/EUR/ 債券 ユーロ オランダ 1.9
9 BNP PARIB 2.875% 2026/10/01/EUR/ 債券 ユーロ フランス 1.8
10 COOPERATIEVE RA 3.75% 2026/07/21 債券 米ドル オランダ 1.8

組入銘柄数 144銘柄
（注１）V/R：変動利付債
（注２）比率はグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラストの純資産総額に対する割合で、小数第２位を四

捨五入して表示してあります。
（注３）上記の表は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社のデータをもとに記載してあります。
（注４）「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＭＸＮクラス」は、「グローバル・サブオーディ

ネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
（注５）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）に記載してあります。
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（注１）比率はグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラストの純資産総額に対する割合です。
（注２）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あります。
（注３）比率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示してあります。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。
（注４）「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＭＸＮクラス」は、「グローバル・サブオーディ

ネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。
（注５）米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト」におい

て、原則として債券の発行通貨売り／米ドル買いの為替取引を行っています。そのうえで、「グローバル・サブオーディネイティド・デッ
ト・セキュリティーズ・サブ・トラスト－ＭＸＮクラス」において、原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行っていま
す。

（注６）上記のグラフは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社のデータをもとに記載してあります。

債券
92.2％

その他
4.0％投資ファンド

3.8％

◆資産別配分

アメリカ
31.8％

イギリス
18.0％

オランダ
11.3％

フランス
10.6％

スイス
5.2％

オーストラリア
4.5％

日本
4.3％

その他の国
10.4％ その他

4.0％

◆国別配分
その他
4.0％

英ポンド
14.4％

ユーロ
23.4％

米ドル
58.2％

◆通貨別配分
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ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース

［国内短期公社債マザーファンド］
◆１万口当たりの費用明細

（2016年11月１日～2017年10月31日）
　該当事項はございません。

10,083

10,084

10,085

10,086

10,087

10,088

10,089

10,090

2016.10.31 2017.10.31

(円) （2016年11月１日～2017年10月31日）

◆基準価額の推移

◆組入上位10銘柄
　2017年10月31日現在、有価証券等の残高はございません。

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）その他は、純資産総額から有価証券等を差し引いた数字です。
（注３）比率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示してあります。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

※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
100.0％

◆資産別配分

その他
100.0％

◆国別配分

その他
100.0％

◆通貨別配分
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＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。

同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関
するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。

●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数
を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同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。また、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、
各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同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。また、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した
投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指
数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して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）」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債券インデックスです。同指数はＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　
Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣの知的財産であり、指数に関するすべての権利はＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣが有して
います。

●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公
表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その
他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利
および公表を停止する権利を有しています。
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