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純資産総額【右目盛】 基準価額【左目盛】 分配金再投資基準価額【左目盛】

（円）

追加型投信／内外／資産複合

◆分配等実績◆期間別騰落率 (分配金は10,000口当たり、税引前)

（期間：2015年4月17日～ 2018年1月31日) ベンチマーク：なし

・基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。

・分配金再投資基準価額は、決算時に収益分配があった場合にその分配金（税引前）を再投資したものとして算出した収益率に

基づきます。

・基準価額および分配金再投資基準価額は、設定日前営業日（2015年4月17日）における値を10,000円として指数化しております。

ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）

◆運用実績 －ファンドの基準価額と純資産総額の推移－

ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額

より算出しており、実際の投資家利回りとは異

なります。

愛称：六花選（年1回決算型）
Monthly
Report

(百万円)

基準価額は、10,000口当たりです。
10,799円   2018年1月24日
9,067円   2016年6月24日

　
純資産総額 39百万円 +6百万円 設定来安値

設定日 2015年4月20日 償還日

設定来高値
基準日 2018年1月31日 前月末比

基準価額 10,606円

当初設定元本

-60円

決算日 原則5月12日
1百万円 信託報酬率 年率1.2075%（税抜1.15%）

2028年5月12日

5年

設定来 6.1%
10年

1年 7.0%
3年

1ヵ月 -0.6%

6ヵ月 4.8%
3ヵ月 2.0%

ファンド

設定来高値および設定来安値にて、各々、同一の基準価額が複数存在する場合、直近の日付を表示しています。
運用実績および分配実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
当資料の作成において、投資信託説明書（交付目論見書）に記載する運用実績とは作成基準が異なる場合があります。
そのため、両者の表記内容が一致しないことがあります。

設定来分配金累計額 0円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第2期

分配金
第1期 2016/05/12 0円

2017/05/12 0円

決算期 日付

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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資産組入状況

◆ポートフォリオの状況

追加型投信／内外／資産複合

ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型）

Monthly
Report

（ご参考）基準価額の変動要因分解

ファンド
比率

基本配分
比率

銘柄数 修正デュレーション

海外の公社債 16.6% 16.6% 39銘柄 利回り（終利） 1.7% 8.30
海外の株式 16.5% 16.6% 50銘柄 実績配当利回り 3.5% -
海外の不動産投信 16.4% 16.6% 54銘柄 予想配当利回り 3.9% -
国内の公社債 16.6% 16.6% 35銘柄 利回り（終利） 0.2% 9.90
国内の株式 16.2% 16.6% 77銘柄 予想配当利回り 2.6% -
国内の不動産投信 16.7% 16.6% 45銘柄 予想配当利回り 3.9% -
その他資産 1.1%

資産 参考利回り

基準価額の変動要因分解は概算値であり、傾向を説明する

為の参考値です。

（注）基準価額の変動要因分解は、当ファンドおよび

当ファンドが投資対象とする各マザーファンドについて、

① 当ファンドの基準価額とその変化

② 各マザーファンドの基準価額とその変化

③ 各マザーファンドの組入比率とその変化

等を参考にして、アセットマネジメントOneが

変動要因の分解を行い作成したものです。

（注）その他（信託報酬など）は、他の項目から求められた

調整項目です。

いずれも、ファンドの運用利回りを示唆するものでは

ありません。

日本円

51.7%

米ドル

26.4%

ユーロ

11.6%

英ポンド

4.5%

オーストラリアド

ル

1.9%

その他

4.0%

日本

50.5%

アメリカ

26.8%

フランス

4.6%

イギリス

4.5%

ドイツ

3.9%

オーストラリア

1.9%

オランダ

1.2%

その他

6.5%

◆国別構成比率

◆組入通貨別構成比率の状況

※国別構成比率は、現預金以外の組入資産の発行国などの情報を基に集計し、
組入資産全体に対する比率を表示しています。

※上記の構成比率は、MHAM6資産バランスファンド（年1回決算型）の
純資産総額に対する比率を表示しています。

-44円

（-21円）

+17円

（-35円）

-129円

（-49円）

-3円

+22円

+89円

-12円

今月の分配金額

基準価額前月末比

今月末基準価額

-60円

10,606円

海外の株式

（為替要因）

海外の不動産投信

（為替要因）

国内の公社債

前月末基準価額 10,666円

基

準

価

額

の

変

動

要

因

海外の公社債

（為替要因）

国内の株式

国内の不動産投信

その他（信託報酬等）

小計 -60円

0円

※当ファンドは、主として｢ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド｣(表中の海外の公社債)、｢海外好配当株マザーファンド｣ (表中の海外の株式)、｢ＭＨＡＭグローバル

REITマザーファンド｣(表中の海外の不動産投信)、｢ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド｣(表中の国内の公社債)、｢ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド｣(表中

の国内の株式)、｢ＭＨＡＭ J-REITマザーファンド｣(表中の国内の不動産投信)を通じて、各資産への投資を行います。

※上記組入比率はＭＨＡＭ6資産バランスファンド（年1回決算型）の純資産総額に対する比率を表示しています。

※上記の海外／国内の公社債の利回り（終利）は、各組入銘柄の利回り（終利）を求め、マザーファンドの債券組入部分に対する各銘柄の組入比率に応じて

加重平均して算出したものです。上記の海外の株式の実績配当利回りは、各組入銘柄の実績配当から実績配当利回りを求め、マザーファンドの海外の株式

及び投資信託証券（ただし海外の不動産投信は除く）組入部分に対する各銘柄の組入比率に応じて加重平均して算出したものです。上記の国内の株式の

予想配当利回りは、各組入銘柄の配当予想から予想配当利回りを求め、マザーファンドの株式組入部分に対する各銘柄の組入比率に応じて加重平均して

算出したものです。原則として、上記の国内の不動産投信の予想配当利回りは、各組入銘柄における年率換算ベースでの予想配当（上場・合併等が行われ

る場合には実質運用期間を使って換算(ただし、実質運用期間が公表されていない場合には、上場した日から当期末までの日数を使って換算)、当期の予想

配当が未発表の場合は前期の予想配当を使用）から予想配当利回りを求め、マザーファンドの不動産投資信託証券組入部分に対する各銘柄の組入比率

に応じて算出したものです。上記の海外の不動産投信の予想配当利回りは、各組入銘柄における年率換算ベースでの予想配当から予想配当利回りを求め、

マザーファンドの不動産投資信託証券組入部分に対する各銘柄の組入比率に応じて算出したものです。

いずれも、ファンドの運用利回りを示唆するものではありません。

その他資産は、100%から海外の公社債・海外の株式・海外の不動産投信・国内の公社債・国内の株式・国内の不動産投信の組入比率の合計を差し引いたもの

です。上記組入比率は純資産総額に対する比率を表示しています。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。



2018年1月31日現在

(333011) ３／１０

資産組入状況

国債

88.3%

普通社債

11.7%

追加型投信／内外／資産複合

ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）
愛称：六花選（年1回決算型）

Monthly
Report

◆組入上位１０銘柄

◆設定来基準価額およびベンチマーク

◆基準価額の騰落率

◆格付け別構成比率

◆通貨別構成比率設定来 5年 3年 1年 6ヵ月 3ヵ月 1ヵ月

-2.0% 5.5% 1.2% -1.1% -2.6%

銘柄数：39銘柄

海外の公社債（ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド）----------------------------------------------

設定来基準価額およびベンチマーク【シティ世界国債インデックス（除く日本、為替ノー

ヘッジ・円ベース）】はＭＨＡＭ6資産バランスファンド（年1回決算型）の設定日の前営業

日（2015年4月17日）を10,000円として指数化しております。

銘柄名 クーポン 償還日 通貨 比率

オランダ国債 3.500% 2020/07/15 ユーロ 7.2%

米国国債 2.750% 2042/11/15 米ドル 6.3%
フランス国債 3.500% 2026/04/25 ユーロ 5.8%
米国国債 1.750% 2022/05/15 米ドル 5.4%
米国国債 5.250% 2028/11/15 米ドル 5.2%
米国国債 3.000% 2044/11/15 米ドル 4.8%
イギリス国債 3.250% 2044/01/22 英ポンド 4.7%
ドイツ国債 3.500% 2019/07/04 ユーロ 4.7%
米国国債 2.125% 2024/03/31 米ドル 4.5%
米国国債 1.375% 2020/09/30 米ドル 4.3%

8
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AAA

30.6%

AA

63.9%

A

5.5%

ユーロ

41.8%

米ドル

36.0%

英ポンド

7.4%

オーストラリアド

ル

4.2%

メキシコペソ

4.0%
その他

6.6%

国内の公社債（ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド）----------------------------------------------

◆組入上位１０銘柄

◆設定来基準価額およびベンチマーク

◆基準価額の騰落率

設定来基準価額およびベンチマーク【NOMURA-BPI(総合)】はＭＨＡＭ6資産バランスファン
ド（年1回決算型）の設定日の前営業日（2015年4月17日）を10,000円として指数化しており
ます。

（設定来は2015年4月17日を基準に算出）

設定来 5年 3年 1年 6ヵ月 3ヵ月 1ヵ月

4.1% 0.7% 0.4% 0.2% -0.2%

（設定来は2015年4月17日を基準に算出）

◆格付け別構成比率

銘柄名 クーポン 償還日 比率

第383回利付国債(2年) 0.100% 2019/12/15 12.0%

第349回利付国債(10年) 0.100% 2027/12/20 10.0%
第345回利付国債(10年) 0.100% 2026/12/20 6.7%
第335回利付国債(10年) 0.500% 2024/09/20 6.5%
第129回利付国債(5年) 0.100% 2021/09/20 6.4%
第153回利付国債(20年) 1.300% 2035/06/20 6.0%
第150回利付国債(20年) 1.400% 2034/09/20 5.9%
第126回利付国債(20年) 2.000% 2031/03/20 5.3%
第338回利付国債(10年) 0.400% 2025/03/20 4.3%
第51回利付国債(30年) 0.300% 2046/06/20 4.3%

順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

修正デュレーションとは、債券価格の金利変動に対する感応度を示す指標です。この値が大きいほど、金利が変更した際の債券の価格変動が大きくなります。修正

デュレーションは、マザーファンドの債券組入部分の数値を表示しています。
各表およびグラフにおける比率は、マザーファンドの債券組入部分に対する比率です。

◆種別構成比率

グラフの格付けは、マザーファンド組入債券について、S&P、

Moody's、R&I、JCR、FITCHの内、 も高い格付けを採用して分

類したもの。（表記方法はS&Pに準拠）

銘柄数：35銘柄

AAA

88.3%

AA

5.5%

A

6.2%

9,800

10,000

10,200

10,400

10,600

10,800

11,000

2015/4/17 2015/10/17 2016/4/17 2016/10/17 2017/4/17 2017/10/17

基準価額 ベンチマーク（円）

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

2015/4/17 2015/10/17 2016/4/17 2016/10/17 2017/4/17 2017/10/17

基準価額 ベンチマーク（円）

グラフの格付けは、マザーファンド組入債券について、S&P、

Moody'sから取得した格付けに基づき分類したもの。（表記方

法はS&Pに準拠）

修正デュレーション 8.30

修正デュレーション 9.90

---------------------------------------------------------------------------------------

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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銘柄名 業種 比率

東京エレクトロン 電気機器 4.3%

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 4.2%
トレンドマイクロ 情報・通信業 3.3%
トヨタ自動車 輸送用機器 3.3%
日本電信電話 情報・通信業 3.1%
ローム 電気機器 3.0%
第一三共 医薬品 2.8%
三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2.8%
テクノプロ・ホールディングス サービス業 2.5%
三菱商事 卸売業 2.4%

8

3

6
7

9
10

4

2

5

順位

1

◆業種別構成比率

◆組入上位１０銘柄

◆組入上位１０銘柄

◆設定来基準価額および参考指数

◆基準価額の騰落率
設定来 5年 3年 1年 6ヵ月 3ヵ月 1ヵ月

34.2% 28.3% 18.4% 6.8% 1.2%

◆設定来基準価額および参考指数

◆基準価額の騰落率

銘柄数：77銘柄

銘柄数：50銘柄

国内の株式（ＭＨＡＭ好配当利回り株マザーファンド）------------------------------------------

設定来基準価額および参考指数【ＴＯＰＩＸ】はＭＨＡＭ6資産バランスファンド（年1回決
算型）の設定日の前営業日（2015年4月17日）を10,000円として指数化しております。

各表およびグラフにおける比率は、マザーファンドの株式組入部分に対する比率です。

海外の株式（海外好配当株マザーファンド）---------------------------------------------------

設定来基準価額および参考指数【MSCIコクサイインデックス（為替ﾉｰﾍｯｼﾞ・円ﾍﾞｰ

ｽ）】はＭＨＡＭ6資産バランスファンド（年1回決算型）の設定日の前営業日（2015

年4月17日）を10,000円として指数化しております。

情報・通信業

15.2%

卸売業

13.5%

電気機器

12.3%

輸送用機器

9.1%銀行業

7.8%

サービス業

6.5%

建設業

5.9%

医薬品

5.1%

化学

4.1%

その他

20.6%

（設定来は2015年4月17日を基準に算出）

◆配当利回り

マザーファンドの
予想配当利回り

2.6%

市場の予想配当
利回り（TOPIX)

1.9%
>

マザーファンドの予想配当利回り：２ページをご参照。
市場の予想配当利回り：東証一部上場株式各銘柄の
予想配当利回りを加重平均。

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

2015/4/17 2015/10/17 2016/4/17 2016/10/17 2017/4/17 2017/10/17

基準価額 参考指数（円）

（設定来は2015年4月17日を基準に算出）

◆配当利回り

◆業種別構成比率

◆国別構成比率

国名は発行国（法人登録国または地域）の名称を表示しています。

マザーファンドの実績配当利回り：
２ページをご参照。

マザーファンドの
実績配当利回り

3.5%

設定来 5年 3年 1年 6ヵ月 3ヵ月 1ヵ月

20.7% 18.8% 12.9% 4.6% 1.0%

銘柄名 国名 比率

トタル フランス 4.7%

アルトリア・グループ アメリカ 3.4%
ダウ・デュポン アメリカ 3.2%
フィリップ・モリス・インターナショナル アメリカ 3.0%
アボット・ラボラトリーズ アメリカ 3.0%
アリアンツ ドイツ 3.0%
ロイヤル・ダッチ・シェル イギリス 2.8%
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ イギリス 2.8%
マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ アメリカ 2.7%
BP イギリス 2.7%
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ドイツ

3.0%

アイルランド

2.2%

その他

9.2%

食品・飲料・タバコ

13.8%
銀行

12.9%

エネルギー

10.7%

医薬品・バイオテク

ノロジー・ライフサイ

エンス

10.4%

資本財

6.4%

半導体・半導体製

造装置

5.6%

電気通信サービス

5.0%

その他

35.2%
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資産組入状況

銘柄名 国名 比率

サイモン･プロパティー･グループ アメリカ 6.0%

プロロジス アメリカ 4.0%

アレクサンドリア・リアル・エステート アメリカ 3.6%

エクイニクス アメリカ 3.4%

ウェルタワー アメリカ 3.4%

フェデラル・リアルティー・インベストメント・トラスト アメリカ 3.0%

ベンタス アメリカ 2.8%

サイラスワン アメリカ 2.8%

エセックス・プロパティー・トラスト アメリカ 2.7%

ジェシナ フランス 2.7%10
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◆組入上位10銘柄
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◆設定来基準価額および参考指数

◆基準価額の騰落率

設定来 5年 3年 1年 6ヵ月 3ヵ月 1ヵ月

2.1% -1.9% 4.2% 8.4% 5.2%

銘柄数：45銘柄

国内の不動産投信（ＭＨＡＭ J-REITマザーファンド）-------------------------------------------

海外の不動産投信（MHAMグローバルREITマザーファンド）--------------------------------------

設定来基準価額および参考指数【東証REIT指数（配当込み）】はＭＨＡＭ6資産

バランスファンド（年1回決算型）の設定日の前営業日（2015年4月17日）を

10,000円として指数化しております。

各表およびグラフにおける比率は、マザーファンドの不動産投資信託証券組入部分に対する比率です。

（設定来は2015年4月17日を基準に算出）

◆設定来基準価額およびベンチマーク
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設定来基準価額およびベンチマーク【S&P先進国REIT指数（除く日本、ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰ

ﾝ・円ﾍﾞｰｽ）】はＭＨＡＭ6資産バランスファンド（年1回決算型）の設定日の前営業

日（2015年4月17日）を10,000円として指数化しております。

◆基準価額の騰落率 （設定来は2015年4月17日を基準に算出）

設定来 5年 3年 1年 6ヵ月 3ヵ月 1ヵ月

-3.6% 1.3% -2.6% -4.5% -7.3%

◆組入上位10銘柄

表およびグラフにおける国名は、発行国（法人登録国または地域）の名称を表示しています。

◆国別構成比率

銘柄数：54銘柄

アメリカ

70.4%
イギリス

6.4%

シンガポール

5.2%

フランス

4.7%

オーストラリア

4.0%

スペイン

3.0%

香港

2.6%

その他

3.8%

銘柄名 比率
ジャパンリアルエステイト投資法人 8.7%
日本ビルファンド投資法人 7.9%
オリックス不動産投資法人 6.7%
ケネディクス・オフィス投資法人 5.3%
日本リテールファンド投資法人 4.9%
大和証券オフィス投資法人 4.3%
大和ハウスリート投資法人 4.3%
野村不動産マスターファンド投資法人 4.2%
ジャパン・ホテル・リート投資法人 3.7%
アクティビア・プロパティーズ投資法人 3.4%
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◆投資環境

【海外の公社債】

米国長期金利は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

ことから上昇しました。ドイツ長期金利は欧州中央銀行（ECB）理事会の議事要旨で金融政策の正常化に関

する議論が示されたことから上昇しました。また、米ドルは対円で下落した一方、ユーロは対円で上昇しまし

た。

【海外の株式】

米国株式市場は、大手企業によるM&A（合併・買収）の活発化などが好材料視され、上昇しました。欧州株

式市場は、堅調な海外株式市場の動向や、原油価格の上昇などが好感され、上昇しました。

【海外の不動産投信】

世界のリート市場は下落しました。月前半は米国のインフレ率上昇期待や日米欧の金融政策正常化の思惑

から米長期国債利回りが上昇したことを嫌気して下落しました。月後半は世界的な株高を背景に一時は下げ

幅を縮めましたが、米長期国債利回りが一段と上昇したことを受けて続落しました。

【国内の公社債】

新発10年国債利回り（国内長期金利）は上昇しました。0.045％で始まった国内長期金利は、海外金利の上

昇等の影響を受け上昇し、0.080％で月末を迎えました。

【国内の株式】

国内株式市場は上昇しました。月初は良好な米中経済指標を背景とした世界的な景気拡大期待などから上

昇しましたが、月末にかけては日欧で金融緩和が縮小するとの思惑などからやや値を崩しました。

【国内の不動産投信】

J-REIT市場（東証REIT指数（配当込み））は、上昇しました。日本国債に比べた配当利回り等の相対的な割

安感から見直され、急速に値を戻す展開となりました。急ピッチでの上昇に対する一服感などから、月末にか

けてはやや上げ幅を縮小しました。

当月末 前月末

シティ世界国債インデックス

（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
453.81 464.62

米国国債10年 2.72% 2.43%

MSCIｺｸｻｲｲﾝﾃﾞｯｸｽ（配当込み・為替
ノーヘッジ・円ベース）

2115.87 2089.51

S&P先進国REIT指数 (除く日本、ﾄｰﾀﾙﾘ
ﾀｰﾝ、円ﾍﾞｰｽ)

921.80 995.76

米ドル（対円） 108.79 113.00

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 379.85 380.51

TOPIX 1836.71 1817.56

東証REIT指数(配当込み) 3357.09 3189.59

(ご参考)

海外市場の指数については、海外市場における本レポート作成基
準日の前営業日の値を、為替（仲値）については本レポート作成基
準日の値を用いております。

シティ世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCの知的財産で
あり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての
権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

ＭＳＣＩコクサイインデックスは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した指数です。
同指数に対する著作権、知的所有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総合は、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、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の正確性、完全性、有用

性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を用いて行われ
る、アセットマネジメントOne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。

東証株価指数（TOPIX）および東証REIT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。

出所：ブルームバーグ、MSCI、S&P、
一般社団法人投資信託協会提供データを基に
アセットマネジメントOneが作成。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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◆運用概況

【海外の公社債】

通貨別配分は、月上旬にユーロを中立化し、ノルウェークローネとオーストラリアドルを中立からオーバーウェ

イトとしました。デュレーション戦略は、月下旬にベンチマーク対比での長期化幅を拡大しました。

【海外の株式】

当月は、アメリカのヘルスケア銘柄などの新規購入を実施した一方、アイルランドの情報技術銘柄の全売却

を実施しました。

【海外の不動産投信】

キューブスマート(米国)を新規で買い付けたほか、プロロジス(米国)などを買い増ししました。一方、パブリッ

ク・ストレージ(米国)やサイモン・プロパティー・グループ(米国)などを一部売却しました。

【国内の公社債】

修正デュレーションをNOMURA-BPI総合（ベンチマーク）対比長めとする戦略を基本としました。

【国内の株式】

予想配当利回りなどの観点から投資魅力が高いと判断した野村不動産ホールディングス、デクセリアルズ、

コメダホールディングスなどを購入しました。

【国内の不動産投信】

個別銘柄では、オフィス市況改善の恩恵を享受できるケネディクス・オフィス投資法人や、オリックス不動産投

資法人などを、東証REIT指数の時価総額構成比よりも高めに組み入れた状態で運用しました。

◆今後の運用方針

各マザーファンドの受益証券に対し、基本配分比率である16.6%±5%の範囲内で投資を行う方針です。

【海外の公社債】

今後の海外の景気動向、金融政策および相場水準を勘案しつつ、国別配分戦略やデュレーション戦略を適

宜調整する方針です。

【海外の株式】

今後の利益成長と配当支払い余力の持続性を勘案して投資銘柄を厳選し、中長期的に安定的な配当収入と

株価値上がり益の確保を目指します。

【海外の不動産投信】

地域別の投資妙味、個別銘柄の業績や財務状況、バリュエーションなどに留意しながら、安定した収益が見

込まれる優良物件を保有するREITを中心に運用を行う方針です。

【国内の公社債】

市場動向や金利水準を勘案し、修正デュレーションを機動的に操作する方針です。

【国内の株式】

予想配当利回り、業績動向、財務内容の健全性、流動性などに留意し、銘柄を選定します。

【国内の不動産投信】

引き続き分散投資を基本としながら、個別銘柄の価格水準の評価及び収益の安定性に留意したポートフォリ

オの構築を目指し運用を図っていく所存です。

◆お知らせ

今月のお知らせはありません。

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。
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主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

 当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用
 による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、
 損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
 また、投資信託は預貯金と異なります。

 ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく、上記以外に「流動性リスク」、「カントリーリスク」、「ファミリーファンド方式で運用する影響」など
    があります。

 当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。
 費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

(333011)

当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

当ファンドが投資する株式の発行企業および不動産投資信託証券や公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金等をあ
らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはその可能性が高まった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性
があります。

資産配分リスク
当ファンドでは、国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券に資産配分を行いますが、複数の資産の価値が同時に下落した場合等に
は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。

金利変動リスク

一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当ファンドが投資する公社債の価格に影響を及
ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因となります。

株価変動リスク

当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や
倒産等に陥った場合には、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

不動産投資信託証券の価格変動リスク

当ファンドが投資する不動産投資信託証券の市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

為替変動リスク

当ファンドでは、外貨建資産への投資にあたり、原則として為替ヘッジを行わないため、投資対象通貨と円との外国為替相場が円高となった場合には、当
ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

ファンドの特色（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

  MHAM6資産バランスファンド（年1回決算型）は、主として国内および海外の公社債、株式および不動産投資信託証券（不動産投信）への分散投資を
  行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指します。

  6つの異なる資産（国内および海外の公社債・株式・不動産投信）へ分散投資を行います。

  ◆各資産への投資配分は、均等配分［1/6ずつ］を原則とします。

  ＊当ファンドの資金状況および各資産の市況動向等によっては、各資産（各マザーファンド受益証券）への投資配分比率をそれぞれ16.6％± 5％の範
      囲内で調整する場合があります。

  ＊均等配分へのリバランスは随時行います。

  ◆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。

  ◆各資産への投資は、主として6つのマザーファンドを通じたファミリーファンド方式により行います。

　＊マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

  収益分配金に関する留意事項

 ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は
   下がります。

 ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期
   決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
   はありません。

 ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運
   用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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当資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的としてアセットマネジメントOneが作成した資料であり、投資信託説明書（交付目論見書）ではあ

りません。後述の「投資信託ご購入の注意」、「当資料のお取扱いについてのご注意」をよくお読みください。

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本１口＝１円）

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は１万口当たりで表示しています。）

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として営業日の午後３時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の

中止および取消し

取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金

のお申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。

信託期間 2028年５月12日まで（2015年４月20日設定）

繰上償還 次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがありま

す。

・この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。

・やむを得ない事情が発生したとき。

・信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。

決算日 毎年５月12日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年１回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方

   のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

購入時手数料 購入価額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

運用管理費用

（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.242％（税抜 1.15％）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期間の 初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき

   ファンドから支払われます。

※委託会社の信託報酬には、MHAMグローバルREITマザーファンドの円の余資運用以外の運用の指図に関する権限の委託
　 を受けた投資顧問会社（AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド）に対する報酬（当該マザーファンドの信託財産の月末

 　純資産総額の平均値に対し、年率0.60%を乗じて得た額を当該マザーファンドにおける当ファンドの出資比率で按分した額）

　 が含まれます。

※委託会社と締結した投資助言契約に基づくみずほ信託銀行への報酬の支払いは、委託会社が行うものとし、信託財産中

 　からは支払われません。

その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料

・信託事務の処理に要する諸費用

・外国での資産の保管等に要する費用

・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　　等

監査費用は毎日計上され、毎計算期間の 初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等は
その都度ファンドから支払われます。

※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すこと

   ができません。

●投資者が直接的に負担する費用

ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

下記の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

※上場投資信託（不動産投資信託証券）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（不動産投資信託証券）の費用は表示しており

   ません。
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加入している金融商品取引業協会を○で示しています。　　

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第20号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

株式会社愛媛銀行 登録金融機関　四国財務局長（登金）第6号 ○

株式会社大垣共立銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社七十七銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社名古屋銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第19号 ○

株式会社広島銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社北都銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第10号 ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社三重銀行 登録金融機関　東海財務局長(登金)第11号 ○

販売会社一覧（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

 ■　販　売　会　社 登録番号等
日本

証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業

協会

一般社団法人

第二種

金融商品

取引業協会

備
考

※上記の表は、アセットマネジメントOne株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から、細心の注意を払い作成した
  ものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
※備考欄の「□」は、現在、当ファンドの新規の募集・販売を停止している販売会社を示しています。

※お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。
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① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して

購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投

資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さまの投資

元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て

投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同

社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

投資信託ご購入の注意

　投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

◆ファンドの関係法人 ◆

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号

加入協会：一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]

＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆委託会社の照会先 ◆

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694
(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/


