
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。

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

グローバル・フォーカス（毎月決算型）
追加型投信／内外／株式

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「グローバル・
フォーカス（毎月決算型）」は、2017年12月５
日に第42期決算を行いました。
当ファンドは、国内投資信託グローバル・フォー
カス株式ファンド（適格機関投資家専用）と国
内投資信託マネー・マーケット・マザーファン
ドを通じて、日本を含む世界の株式のうち、景
気、地域、業種などの外部要因または企業独自
の要因により株価上昇が期待される銘柄に実質
的に投資を行うことで投資信託財産の成長を目
指して運用を行います。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37期から第42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。

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。

作成対象期間 2017年 6 月 6 日～2017年12月 5 日

第37期 決算日：2017年 7 月 5 日

第38期 決算日：2017年 8 月 7 日

第39期 決算日：2017年 9 月 5 日

第40期 決算日：2017年10月 5 日

第41期 決算日：2017年11月 6 日

第42期 決算日：2017年12月 5 日

第42期末	
（2017年12月５日）

基 準 価 額 6,127円
純資産総額 4,532百万円

第37期～	
第42期

騰 落 率 7.8％
分配金合計 510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）。
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運用経過の説明
	基準価額等の推移（2017年6月6日～2017年12月5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）

（円） （百万円）
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（2017/7/5）

第38期末
（2017/8/7）

第39期末
（2017/9/5）

第40期末
（2017/10/5）

第41期末
（2017/11/6）

第42期末
（2017/12/5）

第36期末
（2017/6/5）

第37期首：6,176円
第42期末：6,127円（既払分配金：510円）
騰 落 率： 7.8％（分配金再投資ベース）

（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
日本を含む世界の株式のうち、景気、地域、業種などの外部要因または企業独自の要因により株価上

昇が期待される銘柄に実質的に投資を行うことで投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
上昇要因：世界的に堅調な経済指標や企業決算が発表されたほか、米国の税制改革に進展が見られたこ
とで、米国やアジア株式市場が上昇し、基準価額にプラス要因となりました。
下落要因：ＥＣＢ（欧州中央銀行）やＢＯＥ（イングランド銀行）などによる金融緩和政策の縮小観測
などを背景にユーロ高が進行し、欧州株式市場が下落したほか、北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりな
どが株式市場全体の重しとなり、基準価額にマイナス要因となりました。
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	1万口当たりの費用明細（2017年6月6日～2017年12月5日）

項目 第37期～第42期 項目の概要金額 比率
円 ％

（a） 信託報酬 36 0.585 （a）	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） （12） （0.190） 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） （0.379） 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 0.004 （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） （0.004） 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 36 0.589
期中の平均基準価額は、6,130円です。

（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）	 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4）	 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。
（注5）	 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。
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	最近5年間の基準価額等の推移（2012年12月5日～2017年12月5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）

（円） （百万円）
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（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。

2014年6月16日 2014年12月５日 2015年12月7日 2016年12月５日 2017年12月５日
設定日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額 （円） 10,000 11,154 9,136 6,166 6,127
期間分配金合計（税込み） （円） － 480 1,560 2,150 1,160
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 16.9 △  4.3 △  7.5 19.9
純資産総額	 （百万円） 10 592 2,615 4,287 4,532

（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12月５日の騰落率は設定当初との比較です。
（注4）	 日本を含む世界の株式のうち、景気、地域、業種などの外部要因または企業独自の要因により株価上昇が期待される銘柄に実質的に投資を

行うことで投資信託財産の成長を目指して運用を行いますが、特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、また、
値動きを表す適切な指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
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	投資環境（2017年6月6日～2017年12月5日）
米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。ＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）前に様子見姿勢が強まり、2017
年6月中旬にかけては小動きとなりました。ＦＯＭＣでは、利上げが行われ、保有資産の縮小が示され
たものの、概ね市場予想通りとなったことから、市場への影響は限定的でした。7月の議会証言でイエ
レンＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）議長が緩やかなペースで利上げを行うことを示唆したことなど
を受けて上昇に転じたものの、白人至上主義者とその反対者による衝突をきっかけとした米国の政情不
安の高まりから、8月下旬にかけては上値の重い展開が続きました。しかし、その後は良好な経済指標
の発表や個別企業の好決算、米国の税制改革の進展期待などを背景に上昇基調となりました。

欧州株式市場
欧州株式市場は下落しました。英国の下院総選挙で与党が過半数の議席を獲得できず、英国のＥＵ（欧

州連合）離脱交渉への悪影響が懸念されたほか、ＥＣＢやＢＯＥによる金融緩和政策の縮小観測などを
背景にユーロ高が進行したことなどが嫌気され、2017年8月下旬にかけて下落基調となりました。その後、
良好なユーロ圏の経済指標の発表やユーロ高の一服により上昇に転じました。10月下旬のＥＣＢ理事会
で資産購入額の減額が決まったものの、必要であれば資産購入プログラムの延長や拡大の可能性が示唆
されると一段高となりました。しかし、11月に入るとドイツにおける連立政権の樹立に向けた協議の難
航などが嫌気され、再びマイナス圏まで下落して第42期末を迎えました。

アジア株式市場
アジア株式市場は上昇しました。北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりから一時的に下落する場面が見

られたものの、米国の利上げペースが緩やかなものに留まるとの見方やアジア諸国における堅調な経済
指標の発表などを背景に概ね上昇基調となりました。また、中国における国有企業改革の進展期待など
も相場の押し上げ要因となりました。その結果、アジア諸国の市場の多くは過去最高値を更新しました。

外国為替市場
外国為替市場では、米ドルは円に対してやや方向感のない展開となったものの、上昇しました。ＦＲＢ

による利上げや良好な米国経済指標の発表を受けて2017年7月中旬にかけて米ドルは上昇しました。し
かし、トランプ政権の政策運営に対する不透明感の強まりから反落すると、９月下旬にかけて下落基調
となりました。7月下旬のＦＯＭＣでインフレ見通しが下方修正されたほか、米国と北朝鮮間の緊張が
高まったことも相場の重しとなりました。北朝鮮に関する過度な懸念が和らぐと反発し、米国の利上げ
期待や税制改革期待から11月上旬にかけて上昇しました。その後、税制改革を巡る不透明感から上昇幅
を縮めたものの、第37期首に1米ドル110円台半ばで推移していた米ドル・円は第42期末時点では112
円台半ばでの推移となりました。

一方、ユーロは作成期間を通じて円に対して概ね上昇基調となりました。2017年6月下旬にドラギ
ＥＣＢ総裁がインフレ見通しに楽観的な見通しを示したことで金融緩和政策の縮小が意識され、ユーロ
は大きく上昇しました。その後も、堅調なユーロ圏の経済指標の発表やＥＣＢによる資産購入額の縮小
観測から９月下旬にかけて上昇しました。その結果、第37期首に1ユーロ124円台半ばで推移していたユー
ロ・円は第42期末時点では133円台半ばでの推移となりました。

短期金融市場
足元の短期金融市場は、日銀による量的緩和およびマイナス金利政策が続いており、国債を中心に低

金利で推移しました。国庫短期証券の3ヵ月利回りはマイナス水準で推移しました。
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	ポートフォリオについて（2017年6月6日～2017年12月5日）
●当ファンド

当ファンドは国内投資信託であるグローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）（以下、
「グローバル・フォーカス・ファンド」という場合があります。）とマネー・マーケット・マザーファン
ドを投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行っています。グローバル・フォーカス・ファ
ンドはゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用を行い、マネー・マーケット・
マザーファンドはアセットマネジメントOne株式会社が運用を行っています。日本を含む世界の株式の
うち、景気、地域、業種などの外部要因または企業独自の要因により株式上昇が期待される銘柄に実質
的に投資を行うことで投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

引き続き、運用の基本方針にしたがい、グローバル・フォーカス・ファンドおよびマネー・マーケット・
マザーファンドの高位組入れを行いました。

●グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）
グローバル・フォーカス・ファンドはグローバル・

フォーカス株式マザーファンドを通じて運用を行
いました。主として日本を含む世界各国の株式に
実質的に投資し、株式の実投資割合は原則として
高位を保ちました。

当ファンドの運用は個別銘柄選択が収益の源泉
となるボトムアップ運用です。地域・国別に見ると、
ファンダメンタルズの改善余地が相対的に大きい
ものの、株価はそれを十分に織り込んでいない銘
柄が日欧に多いと考えているため、欧州地域およ
び日本の銘柄への配分を厚めにしています。一方で、
北米株式への配分は抑えています。

●マネー・マーケット・マザーファンド
流動性や信用力を勘案し、残存1年以内の短期公社債で運用を行ってきましたが、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入れは行わなかったため、決算日時点で債券の組入れ
はありません。

	ベンチマークとの差異について（2017年6月6日～2017年12月5日）
日本を含む世界の株式のうち、景気、地域、業種などの外部要因または企業独自の要因により株価上

昇が期待される銘柄に実質的に投資を行うことで投資信託財産の成長を目指して運用を行いますが、特
定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため、また値動きを表す適切な指数がない
ため、ベンチマークおよび参考指数はありません。よって、グラフは掲載しておりません。
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グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）の基準価額の推移
（円）

※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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	分配金（2017年6月6日～2017年12月5日）
収益分配金につきましては運用実績・分配原資等を勘案し、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
	 （単位：円、1万口当たり、税込み）

項目
第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

2017年6月6日～
2017年7月５日

2017年7月6日～
2017年8月7日

2017年8月8日～
2017年９月５日

2017年９月6日～
2017年10月５日

2017年10月6日～
2017年11月6日

2017年11月7日～
2017年12月５日

当期分配金 100 100 100 70 70 70
（対基準価額比率） 1.600％ 1.628％ 1.667％ 1.136％ 1.124％ 1.130％

当期の収益 100 89 40 42 70 70
当期の収益以外 － 10 59 27 － －

翌期繰越分配対象額 1,515 1,508 1,449 1,424 1,531 1,538
（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」（税込み）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」（税込み）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。

今後の運用方針
●当ファンド

今後も当ファンドは運用の基本方針にしたがいグローバル・フォーカス・ファンドおよびマネー・マー
ケット・マザーファンドへの投資を継続し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

●グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）
グローバル・フォーカス・ファンドは、グローバル・フォーカス株式マザーファンドを通じて運用を

行います。
グローバル株式市場については、中長期的に強気の見方を維持しています。地域間の差異はあるものの、

全体として世界経済は緩やかな改善が続いており、消費の拡大に加えて、設備投資の回復が企業業績の
さらなる成長に寄与する見込みです。株式市場は短期的には変動性の高い展開となる可能性もありますが、
中期的には全体として緩やかな企業業績の拡大に沿った株価上昇が期待されます。また、個別銘柄によっ
てはバリュエーション拡大による株価上昇の可能性もあります。

●マネー・マーケット・マザーファンド
引き続き、短期公社債等で運用を行い、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／内外／株式

信 託 期 間 2014年6月16日から2024年6月５日まで

運 用 方 針 投資信託証券を主要投資対象として、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

グローバル・フォーカス	
（ 毎 月 決 算 型 ）

①	グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）
の受益権

②マネー・マーケット・マザーファンド受益証券

グローバル・フォーカス株式
ファンド（適格機関投資家専用） グローバル・フォーカス株式マザーファンドの受益証券。

マネー・マーケット・	
マザ ーファンド わが国の短期公社債。

運 用 方 法

以下の投資信託証券を通じて、主として、日本を含む世界の株式に実質的に投資を行い、
投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
内国証券投資信託
グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）（以下「グローバル・フォー
カス・ファンド」といいます。）の受益権
内国証券投資信託（親投資信託）
マネー・マーケット・マザーファンド受益証券
なお、グローバル・フォーカス・ファンドでは、景気、地域、業種などの外部要因、
または企業独自の要因により株価上昇が期待できる銘柄を選定します。
各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、
グローバル・フォーカス・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。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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、投資信託証券からの分配金水準等を
参考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。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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代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

（％）

△40

△20

0

20

40

60

80

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

（2012年12月末～2017年11月末）

（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 32.2 65.0 65.7 47.4 9.3 34.9 43.7
最小値 △ 27.7 △ 22.0 △ 17.5 △ 27.4 △ 4.0 △ 12.3 △ 17.4
平均値 2.5 20.3 21.4 12.5 2.3 9.3 6.8

（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12月から2017年11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2015年6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…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。
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当ファンドのデータ
	当ファンドの組入資産の内容（2017年12月5日現在）
◆組入ファンド等

銘柄名 第42期末
％

グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用） 97.5
マネー・マーケット・マザーファンド 0.0

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。

◆資産別配分

国内投資信託証券
97.5％

国内投資信託証券
97.5％

親投資信託受益証券
0.0％

その他
2.5％

◆国別配分

日本
97.5％
日本
97.5％

その他
2.5％

◆通貨別配分

円
97.5％
円

97.5％

その他
2.5％

（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37期末 第38期末 第39期末 第40期末 第41期末 第42期末

2017年7月５日 2017年8月7日 2017年９月５日 2017年10月５日 2017年11月6日 2017年12月５日
純資産総額 4,408,255,238円 4,327,930,420円 4,245,819,466円 4,942,565,478円 4,555,497,864円 4,532,046,916円

受益権総口数 7,168,899,455口 7,164,174,924口 7,197,948,703口 8,109,948,257口 7,399,904,668口 7,397,348,308口
1万口当たり基準価額 6,149円 6,041円 5,899円 6,094円 6,156円 6,127円

（注）当作成期間（第37期～第42期）における追加設定元本額は2,375,169,022円、同解約元本額は2,432,086,563円です。

［グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）］

（円）

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

2017/1/27 2017/7/27

（2017年1月28日～2017年7月27日）

◆基準価額の推移

（注）分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

◆1万口当たりの費用明細
（2017年1月28日～2017年7月27日）

項目 第35期～第40期
金額 比率

円 ％
（a） 信託報酬 39 0.386

（投信会社） （38） （0.375）
（販売会社） （ 0） （0.001）
（受託会社） （ 1） （0.010）

（b） 売買委託手数料 1 0.012
（株　式） （ 1） （0.012）

（c） 有価証券取引税 1 0.013
（株　式） （ 1） （0.013）

（d） その他費用 5 0.048
（保管費用） （ 4） （0.044）
（監査費用） （ 0） （0.001）
（その他） （ 0） （0.003）

合計 46 0.459
作成期間の平均基準価額は、10,083円です。

（注1）	 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2）	 	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3）	 	（b）売買委託手数料、（c）有価証券取引税、（d）その他費用は、本ファ
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、本ファンド
に対応するものを含みます。

（注4）	 	比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額で除して100を乗じたものです。

（注5）	 	金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◆組入上位ファンド
（2017年7月27日現在）

銘柄名 第40期末
％

グローバル・フォーカス株式マザーファンド 101.7％
組入銘柄数 1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。

◆資産別配分
（%）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

親投資信託
受益証券
101.7%

◆国別配分

日本
100.0%
日本
100.0%

◆通貨別配分

円
100.0%
円

100.0%

（注1）	 比率は当ファンドの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）	 国別配分、通貨別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（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。
※当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。
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	組入ファンドの概要
［グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）］

（円）

9,000

9,500

10,000
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11,000

11,500
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2017/1/27 2017/7/27

（2017年1月28日～2017年7月27日）

◆基準価額の推移

（注）分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

◆1万口当たりの費用明細
（2017年1月28日～2017年7月27日）

項目 第35期～第40期
金額 比率

円 ％
（a） 信託報酬 39 0.386

（投信会社） （38） （0.375）
（販売会社） （ 0） （0.001）
（受託会社） （ 1） （0.010）

（b） 売買委託手数料 1 0.012
（株　式） （ 1） （0.012）

（c） 有価証券取引税 1 0.013
（株　式） （ 1） （0.013）

（d） その他費用 5 0.048
（保管費用） （ 4） （0.044）
（監査費用） （ 0） （0.001）
（その他） （ 0） （0.003）

合計 46 0.459
作成期間の平均基準価額は、10,083円です。

（注1）	 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2）	 	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3）	 	（b）売買委託手数料、（c）有価証券取引税、（d）その他費用は、本ファ
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、本ファンド
に対応するものを含みます。

（注4）	 	比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価
額で除して100を乗じたものです。

（注5）	 	金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◆組入上位ファンド
（2017年7月27日現在）

銘柄名 第40期末
％

グローバル・フォーカス株式マザーファンド 101.7％
組入銘柄数 1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。

◆資産別配分
（%）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

親投資信託
受益証券
101.7%

◆国別配分

日本
100.0%
日本
100.0%

◆通貨別配分

円
100.0%
円

100.0%

（注1）	 比率は当ファンドの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）	 国別配分、通貨別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（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。
※当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。
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［グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）］

（円）
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（2016年7月28日～2017年1月27日）

◆基準価額の推移

（注）分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

◆1万口当たりの費用明細
（2016年7月28日～2017年1月27日）

項目 第29期～第34期
金額 比率

円 ％
（a） 信託報酬 39 0.392

（投信会社） （38） （0.381）
（販売会社） （ 0） （0.001）
（受託会社） （ 1） （0.010）

（b） 売買委託手数料 4 0.038
（株　式） （ 4） （0.038）

（c） 有価証券取引税 2 0.025
（株　式） （ 2） （0.025）

（d） その他費用 3 0.031
（保管費用） （ 3） （0.028）
（監査費用） （ 0） （0.001）
（その他） （ 0） （0.001）

合計 48 0.486
期中の平均基準価額は、9,873円です。

（注1）	 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2）	 	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3）	 	（b）売買委託手数料、（c）有価証券取引税、（d）その他費用は、
本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、本ファンドに対応するものを含みます。

（注4）	 	比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平
均基準価額で除して100を乗じたものです。

（注5）	 	金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
◆組入上位ファンド

（2017年1月27日現在）
銘柄名 第34期末

％
グローバル・フォーカス株式マザーファンド 103.3％

組入銘柄数 1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。
◆資産別配分
（％）

親投資信託
受益証券
103.3%

親投資信託
受益証券
103.3%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

◆国別配分

日本
100.0%
日本

100.0%

◆通貨別配分

円
100.0%

円
100.0%

（注1）	 比率は当ファンドの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）	 国別配分、通貨別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（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。
※当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。
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＜ご参考＞ グローバル・フォーカス株式マザーファンド

（円）

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

2016/1/27 2017/1/27

（2016年1月28日～2017年1月27日）

◆基準価額の推移 ◆1万口当たりの費用明細
（2016年1月28日～2017年1月27日）

項目 当期
金額 比率

円 ％
（a） 売買委託手数料 14 0.074

（株　式） （14） （0.074）
（b） 有価証券取引税 11 0.060

（株　式） （11） （0.060）
（c） その他費用 21 0.113

（保管費用） （21） （0.112）
（その他） （ 0） （0.001）

合計 46 0.247
期中の平均基準価額は、18,308円です。

（注1）	 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2）	 	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3）	 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注4）	（c）その他費用には証拠金利息の調整金額等を含みます。

◆組入上位10銘柄
（2017年1月27日現在）

銘柄名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 ALPHABET	INC-CL	A ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 4.6
2 ROYAL	DUTCH	SHELL	PLC-A	SHS エネルギー 英ポンド イギリス 4.4
3 AFFILIATED	MANAGERS	GROUP 各種金融 米ドル アメリカ 3.3
4 AMERICAN	TOWER	CORP 不動産 米ドル アメリカ 3.3
5 NIKE	INC	-CL	B 耐久消費財・アパレル 米ドル アメリカ 3.2
6 INTERCONTINENTAL	EXCHANGE	INC 各種金融 米ドル アメリカ 3.2
7 BEIERSDORF	AG 家庭用品・パーソナル用品 ユーロ ドイツ 3.1
8 三菱地所 不動産業 円 日本 2.8
9 COMPUTERSHARE	LIMITED ソフトウェア・サービス オーストラリアドル オーストラリア 2.5
10 BAYER	AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ユーロ ドイツ 2.5

組入銘柄数 49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3）	 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あります。
◆資産別配分

外国株式
82.2%
外国株式
82.2%

国内株式
8.8%

その他
9.0%

◆国別配分

アメリカ
47.2%
アメリカ
47.2%

イギリス
10.9%

日本
8.8%

ドイツ
7.0%

スイス
5.0%

オーストラリア
2.5%

インド
2.0%

その他の国
7.5%

その他
9.0%

◆通貨別配分

米ドル
47.2%
米ドル
47.2%

ユーロ
11.7%
ユーロ
11.7%英ポンド

10.9%

円
8.8%
円

8.8%
スイスフラン

5.0%

オーストラリア
ドル
2.5%

インドルピー
2.0%

その他の通貨	2.9%
その他	9.0%

（注1）	 比率は当ファンドの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。
※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。
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14

［マネー・マーケット・マザーファンド］
◆１万口当たりの費用明細

（2016年９月16日～2017年９月15日）
　該当事項はございません。

10,188

10,190

10,192

10,194

10,196

10,198

10,200

2016.９.15 2017.９.15

(円) （2016年９月16日～2017年９月15日）

◆基準価額の推移

◆組入上位10銘柄
　2017年９月15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
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◆国別配分
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◆通貨別配分
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［グローバル・フォーカス株式ファンド（適格機関投資家専用）］

（円）

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

2016/7/27 2017/1/27

（2016年7月28日～2017年1月27日）

◆基準価額の推移

（注）分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

◆1万口当たりの費用明細
（2016年7月28日～2017年1月27日）

項目 第29期～第34期
金額 比率

円 ％
（a） 信託報酬 39 0.392

（投信会社） （38） （0.381）
（販売会社） （ 0） （0.001）
（受託会社） （ 1） （0.010）

（b） 売買委託手数料 4 0.038
（株　式） （ 4） （0.038）

（c） 有価証券取引税 2 0.025
（株　式） （ 2） （0.025）

（d） その他費用 3 0.031
（保管費用） （ 3） （0.028）
（監査費用） （ 0） （0.001）
（その他） （ 0） （0.001）

合計 48 0.486
期中の平均基準価額は、9,873円です。

（注1）	 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2）	 	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3）	 	（b）売買委託手数料、（c）有価証券取引税、（d）その他費用は、
本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、本ファンドに対応するものを含みます。

（注4）	 	比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平
均基準価額で除して100を乗じたものです。

（注5）	 	金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
◆組入上位ファンド

（2017年1月27日現在）
銘柄名 第34期末

％
グローバル・フォーカス株式マザーファンド 103.3％

組入銘柄数 1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。
◆資産別配分
（％）

親投資信託
受益証券
103.3%

親投資信託
受益証券
103.3%

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

◆国別配分

日本
100.0%
日本

100.0%

◆通貨別配分

円
100.0%

円
100.0%

（注1）	 比率は当ファンドの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）	 国別配分、通貨別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（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。
※当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。
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＜ご参考＞ グローバル・フォーカス株式マザーファンド

（円）

14,000
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18,000

20,000

22,000

2016/1/27 2017/1/27

（2016年1月28日～2017年1月27日）

◆基準価額の推移 ◆1万口当たりの費用明細
（2016年1月28日～2017年1月27日）

項目 当期
金額 比率

円 ％
（a） 売買委託手数料 14 0.074

（株　式） （14） （0.074）
（b） 有価証券取引税 11 0.060

（株　式） （11） （0.060）
（c） その他費用 21 0.113

（保管費用） （21） （0.112）
（その他） （ 0） （0.001）

合計 46 0.247
期中の平均基準価額は、18,308円です。

（注1）	 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2）	 	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3）	 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注4）	（c）その他費用には証拠金利息の調整金額等を含みます。

◆組入上位10銘柄
（2017年1月27日現在）

銘柄名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 ALPHABET	INC-CL	A ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 4.6
2 ROYAL	DUTCH	SHELL	PLC-A	SHS エネルギー 英ポンド イギリス 4.4
3 AFFILIATED	MANAGERS	GROUP 各種金融 米ドル アメリカ 3.3
4 AMERICAN	TOWER	CORP 不動産 米ドル アメリカ 3.3
5 NIKE	INC	-CL	B 耐久消費財・アパレル 米ドル アメリカ 3.2
6 INTERCONTINENTAL	EXCHANGE	INC 各種金融 米ドル アメリカ 3.2
7 BEIERSDORF	AG 家庭用品・パーソナル用品 ユーロ ドイツ 3.1
8 三菱地所 不動産業 円 日本 2.8
9 COMPUTERSHARE	LIMITED ソフトウェア・サービス オーストラリアドル オーストラリア 2.5
10 BAYER	AG-REG 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス ユーロ ドイツ 2.5

組入銘柄数 49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3）	 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あります。
◆資産別配分

外国株式
82.2%
外国株式
82.2%

国内株式
8.8%

その他
9.0%

◆国別配分

アメリカ
47.2%
アメリカ
47.2%

イギリス
10.9%

日本
8.8%

ドイツ
7.0%

スイス
5.0%

オーストラリア
2.5%

インド
2.0%

その他の国
7.5%

その他
9.0%

◆通貨別配分

米ドル
47.2%
米ドル
47.2%

ユーロ
11.7%
ユーロ
11.7%英ポンド

10.9%

円
8.8%
円

8.8%
スイスフラン

5.0%

オーストラリア
ドル
2.5%

インドルピー
2.0%

その他の通貨	2.9%
その他	9.0%

（注1）	 比率は当ファンドの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。
※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。
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14

［マネー・マーケット・マザーファンド］
◆１万口当たりの費用明細

（2016年９月16日～2017年９月15日）
　該当事項はございません。

10,188

10,190

10,192

10,194

10,196

10,198

10,200

2016.９.15 2017.９.15

(円) （2016年９月16日～2017年９月15日）

◆基準価額の推移

◆組入上位10銘柄
　2017年９月15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。
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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。

●「シティ世界国債インデックス（除く日本）」は、シティグループ・インデックスＬＬＣが開発した債券指数で、日本を除く世界主
要国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シティグループ・
インデックス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」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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