
2020年1月31日現在

(394103) １／１３

運用状況

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）

毎月決算・為替ヘッジなしコース
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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】

・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（2013年4月5日）における値を10,000円として指数化しております。

追加型投信／海外／資産複合

◆期間別騰落率

Monthly
Report

◆運用実績 －ファンドの基準価額と純資産総額の推移－
（期間：2013年4月5日～ 2020年1月31日)

(億円)（円）

（ご参考）当月の基準価額の変動要因分解
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。

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。
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基準価額前月末比

その他要因等

分配金支払

債券変動

株式変動
(円）

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、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
当資料全ページの作成において、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。

基準価額は、10,000口当たりです。
  2013年5月23日
  2019年8月27日

　
設定来安値

10,817円
4,107円

設定来高値

設定日 2013年4月8日 償還日 2023年3月24日 決算日 原則毎月25日

基準日 2020年1月31日 前月末比
基準価額 4,238円 -219円

当初設定元本 19,160百万円 信託報酬率 実質年率1.900%程度(税込)

純資産総額 996百万円 -75百万円

ファンド
1ヵ月 -3.7%
3ヵ月 0.6%
6ヵ月 1.7%
1年 3.1%
3年 7.9%
5年 6.3%
10年
設定来 17.2%

その他資産は、100%から
各ファンドの組入比率の
合計を差し引いたもの
です。

◆ポートフォリオの状況
比率

エマージング・ハイ・ディビデンド・
エクイティ・ファンド（クラスM）

57.9%

エマージング・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド（クラスM）

40.6%

その他資産 1.5%

(分配金は10,000口当たり、税引前)◆分配等実績

2018/05/25第61期

70円
2018/02/26

第60期

決算期

2018/03/26

日付
70円第58期

2018/08/27

2018/04/25
第59期

2018/07/25

2018/09/25
第64期
第63期
第62期

65円

65円
65円
65円
65円
65円

第69期

2018/10/25

2019/01/25
2018/12/25第68期

第65期

2018/11/26第67期
第66期

2018/06/25 65円

第70期
分配金

第79期

2019/03/25 65円

2019/07/25 55円

55円

2019/08/26

第72期

2019/06/25

第76期

65円

2019/04/25 65円
2019/05/27

2019/11/25 55円

65円

65円
70円

設定来分配金累計額 6,805円

第80期 2019/12/25 55円
第81期 2020/01/27 55円

日付 分配金
2019/02/25 65円

55円

第78期 2019/10/25 55円
2019/09/25 55円第77期

決算期

第71期

第73期

第75期
第74期

（注）基準価額の変動要因分解は、当ファンドが主に投資対象とする
『エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド』（表中の
株式変動）および『エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド』
（表中の債券変動）のデータを参考にして、アセットマネジメント
Oneが作成したものです。その他要因等は、基準価額前月末比
より各項目の要因を差し引いて算出したものです。

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。



2020年1月31日現在

(394104) ２／１３

運用状況

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）

年２回決算・為替ヘッジなしコース
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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】

・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（2013年4月5日）における値を10,000円として指数化しております。

追加型投信／海外／資産複合

◆期間別騰落率

Monthly
Report

◆運用実績 －ファンドの基準価額と純資産総額の推移－
（期間：2013年4月5日～ 2020年1月31日)

(億円)（円）

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。

（ご参考）当月の基準価額の変動要因分解
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。
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基準価額前月末比

その他要因等

分配金支払

債券変動

株式変動
(円）

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、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

基準価額は、10,000口当たりです。
  2015年5月28日
  2016年6月28日

　

設定日 2013年4月8日 償還日 2023年3月24日 決算日 原則3月、9月の25日
当初設定元本 3,286百万円 信託報酬率

設定来高値
基準日 2020年1月31日 前月末比

基準価額

実質年率1.900%程度(税込)

9,036円 -349円 11,286円
7,860円純資産総額 121百万円 -12百万円 設定来安値

ファンド
1ヵ月 -3.7%
3ヵ月 0.6%
6ヵ月 1.8%
1年 3.1%
3年 7.6%
5年 5.9%
10年
設定来 17.1%

◆分配等実績 (分配金は10,000口当たり、税引前)

決算期 日付

第3期 2014/09/25
第2期 2014/03/25
第1期 2013/09/25

第4期 2015/03/25 185円
第5期 2015/09/25 205円

第12期 2019/03/25 185円

第9期 2017/09/25 185円
第10期
第11期 2018/09/25 185円

第7期 2016/09/26 170円
第8期

第6期 2016/03/25

2018/03/26 185円

205円

200円

決算期
第13期

分配金
200円

 

 

2017/03/27 170円

180円
  

2019/09/25
分配金

 
 

日付

 185円

設定来分配金累計額 2,440円

  

  

 

  

 

 
 

その他資産は、100%から
各ファンドの組入比率の
合計を差し引いたもの

です。

◆ポートフォリオの状況
比率

エマージング・ハイ・ディビデンド・
エクイティ・ファンド（クラスS）

57.6%

エマージング・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド（クラスS）

41.3%

その他資産 1.1%

（注）基準価額の変動要因分解は、当ファンドが主に投資対象とする
『エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド』（表中の
株式変動）および『エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド』
（表中の債券変動）のデータを参考にして、アセットマネジメント
Oneが作成したものです。その他要因等は、基準価額前月末比
より各項目の要因を差し引いて算出したものです。

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。



2020年1月31日現在

(394105) ３／１３

運用状況

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）

毎月決算・限定為替ヘッジコース
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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】

・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（2013年4月5日）における値を10,000円として指数化しております。

追加型投信／海外／資産複合

◆期間別騰落率

Monthly
Report

◆運用実績 －ファンドの基準価額と純資産総額の推移－
（期間：2013年4月5日～ 2020年1月31日)

(億円)（円）

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。

（ご参考）当月の基準価額の変動要因分解
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。
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基準価額前月末比

その他要因等

分配金支払

債券変動

株式変動
(円）

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、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

基準価額は、10,000口当たりです。
  2013年5月10日
  2020年1月31日

　

決算日
実質年率1.900%程度(税込)

設定来高値

2023年3月24日 原則毎月25日

10,343円
3,460円

基準価額 3,460円 -155円
185百万円 -12百万円 設定来安値純資産総額

基準日

2013年4月8日 償還日
当初設定元本

設定日
4,153百万円 信託報酬率

2020年1月31日 前月末比

ファンド
1ヵ月 -3.1%
3ヵ月 0.2%
6ヵ月 0.5%
1年 1.3%
3年 5.2%
5年 5.4%
10年
設定来 -3.3%

◆ポートフォリオの状況
比率

エマージング・ハイ・ディビデンド・
エクイティ・ファンド（クラスMF）

57.8%

エマージング・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド（クラスMF）

41.1%

その他資産 1.1%

(分配金は10,000口当たり、税引前)◆分配等実績

分配金
55円

2019/06/25

2019/03/25

2019/05/27
55円
45円
55円

2019/09/25
2019/08/26

2019/02/25
日付

2019/04/25

45円
45円
45円

55円

2019/07/25

決算期
第70期60円2018/02/26

分配金

2018/03/26

日付

2018/10/25

55円

60円
60円

2018/04/25

2018/11/26

2018/09/25

第72期

55円

2018/08/27
2018/07/25 55円 第75期

第71期

第77期

第73期
第74期

6,055円設定来分配金累計額

第76期

第78期

2019/12/25
第79期
第80期

45円

2019/11/25
45円

45円
45円

第81期

55円

第68期
2020/01/27

55円

55円
55円

2019/10/25

55円
55円

2019/01/25
2018/12/25

第60期
第59期

第66期

第61期

第67期

決算期
第58期

2018/05/25

第63期
第64期
第65期

第62期 2018/06/25

第69期

その他資産は、100%から
各ファンドの組入比率の
合計を差し引いたもの

です。

（注）基準価額の変動要因分解は、当ファンドが主に投資対象とする
『エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド』（表中の
株式変動）および『エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド』
（表中の債券変動）のデータを参考にして、アセットマネジメント
Oneが作成したものです。その他要因等は、基準価額前月末比
より各項目の要因を差し引いて算出したものです。

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。



2020年1月31日現在

(394106) ４／１３

運用状況

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）

年２回決算・限定為替ヘッジコース
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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】

・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（2013年4月5日）における値を10,000円として指数化しております。

追加型投信／海外／資産複合

◆期間別騰落率

Monthly
Report

◆運用実績 －ファンドの基準価額と純資産総額の推移－
（期間：2013年4月5日～ 2020年1月31日)

(億円)（円）

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。

（ご参考）当月の基準価額の変動要因分解
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。
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-400 -300 -200 -100 0 100

基準価額前月末比

その他要因等

分配金支払

債券変動

株式変動
(円）

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、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

基準価額は、10,000口当たりです。
  2013年5月10日
  2016年1月22日

　

10,344円
純資産総額 24百万円 -1百万円 設定来安値 6,861円
基準価額 7,440円 -242円 設定来高値
基準日 2020年1月31日 前月末比

当初設定元本 690百万円 信託報酬率
2023年3月24日 決算日 原則3月、9月の25日

実質年率1.900%程度(税込)
設定日 2013年4月8日 償還日

ファンド
1ヵ月 -3.2%
3ヵ月 0.1%
6ヵ月 0.4%
1年 1.2%
3年 5.3%
5年 5.3%
10年
設定来 -3.2%

◆ポートフォリオの状況
その他資産は、100%から
各ファンドの組入比率の
合計を差し引いたもの

です。

比率

エマージング・ハイ・ディビデンド・
エクイティ・ファンド（クラスSF）

58.7%

エマージング・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド（クラスSF）

39.9%

その他資産 1.5%

(分配金は10,000口当たり、税引前)◆分配等実績

 160円
  
  

160円

設定来分配金累計額 2,180円
 

第11期 2018/09/25
第12期 2019/03/25 165円

145円第7期 2016/09/26
 

165円

 
  

165円

第8期 2017/03/27 145円  

第6期 2016/03/25

第9期 2017/09/25
第10期 2018/03/26

 165円

180円第3期 2014/09/25

第5期 2015/09/25
第4期 2015/03/25 180円  

  
  

200円
第1期 2013/09/25
第2期 2014/03/25

決算期 日付 分配金 決算期 日付 分配金
2019/09/25 150円200円 第13期

（注）基準価額の変動要因分解は、当ファンドが主に投資対象とする
『エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド』（表中の
株式変動）および『エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド』
（表中の債券変動）のデータを参考にして、アセットマネジメント
Oneが作成したものです。その他要因等は、基準価額前月末比
より各項目の要因を差し引いて算出したものです。

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。
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ご参考（エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンドの資産組入状況） データ基準日：2020年1月30日
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みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）

追加型投信／海外／資産複合

Monthly
Report

◆ポートフォリオの状況

◆上位10銘柄の組入比率

その他資産は、100%から外国株現物・外国投信の組入比率の合計を差し引いたも
のです。

予想配当利回りは、各組入銘柄の予想配当利回りを、株式ポートフォリオに対する
各銘柄の組入比率で加重平均したものです。

国名および業種名は、MSCI定義によるものです。
表中の比率は、各ファンドが主に投資対象とする「エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド」の運用を行うウェルズ・キャピタル・
マネジメント社から提供されたデータに基づき、アセットマネジメントOneが算出および表示しています。

組入比率は「エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド」の純資産総額に対する比率を表示しています。

◆国別組入比率 ◆通貨別組入比率

※当該個別銘柄の掲示は銘柄推奨を目的としたものではありません。

94.9%
3.2%
1.9%

外国投信
その他資産

外国株現物

4.2%予想配当利回り

104銘柄
4銘柄

外国株組入銘柄数
外国投信組入銘柄数

順位 銘柄名 国名 業種名 比率
1 三星電子 韓国 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.3%
2 台湾セミコンダクター 台湾 半導体・半導体製造装置 5.0%
3 中国建設銀行 中国 銀行 2.5%
4 ピンアン・インシュアランス 中国 保険 2.4%
5 インフォシス（ADR） インド ソフトウェア・サービス 2.3%
6 中国工商銀行 中国 銀行 2.0%
7 リライアンス・インダストリーズ (GDR) インド エネルギー 1.9%
8 B3 SA-ブラジル・ボルサ・バルカオン ブラジル 各種金融 1.5%
9 ICICI銀行（ADR） インド 銀行 1.4%
10 モバイル・テレシステムズ（ADR） ロシア 電気通信サービス 1.4%

◆組入上位５銘柄の概要

順位 銘柄名

1 三星電子

2 台湾セミコンダクター

3 中国建設銀行

4 ピンアン・インシュアランス

5 インフォシス（ＡＤＲ）

保険会社。中国で生命保険、損害保険など各種保険に関する商品・サービス
を提供。

インドの大手コンピューターサービス企業。ITコンサルティングやソフトウエア
開発などのサービスを、北米の顧客を中心に提供。

概要

韓国 大のエレクトロニクス企業で、半導体や液晶、通信機器事業などを手
掛ける。

世界 大の半導体ファウンドリー（受託生産）会社。IC（集積回路）の製造・デ
ザイン、フォトマスク製造などを手掛ける。

中国の商業銀行。一般銀行業務ならびにその他の金融サービスを個人、法
人向けに提供。

◆業種別組入比率

順位 国名 比率
1 中国 30.7%
2 韓国 12.3%
3 台湾 11.9%
4 ブラジル 11.1%
5 インド 6.7%
6 ロシア 6.1%
7 香港 3.3%
8 南アフリカ 3.1%

その他の国 12.9%
その他資産 1.9%

順位 通貨名 比率
1 香港ドル 26.0%
2 米ドル 14.9%
3 韓国ウォン 12.3%
4 台湾ドル 11.9%
5 ブラジルレアル 9.9%
6 中国元 8.0%
7 南アフリカランド 3.1%
8 メキシコペソ 2.1%

その他通貨 9.8%
その他資産 1.9%

順位 比率
1 18.8%
2 13.5%
3 8.3%
4 6.7%
5 6.0%
6 6.0%
7 4.9%
8 4.6%

29.3%
1.9%

その他業種
その他資産

不動産
電気通信サービス

銀行
業種名

資本財
素材
エネルギー
半導体・半導体製造装置

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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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みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）

追加型投信／海外／資産複合

Monthly
Report

◆ポートフォリオの状況

◆上位10銘柄の組入比率

表中の比率は、各ファンドが主に投資対象とする「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の運用を行うウエスタン・アセット･マネジメント社から提

供されたデータに基づき、アセットマネジメントOneが算出および表示しています。
組入比率は「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の純資産総額に対する比率を表示しています。

◆業種別組入比率

※当該個別銘柄の掲示は銘柄推奨を目的としたものではありません。

順位 銘柄名 国名 業種名 クーポン 償還日 格付け 比率
1  ブラジル石油公社（ペトロブラス） ブラジル 石油・ガス 6.850% 2115/6/5 BB- 8.4%
2  ブラジル石油公社（ペトロブラス） ブラジル 石油・ガス 5.299% 2025/1/27 BB- 6.2%
3 ウルトラパール・インターナショナル ブラジル 多角経営 5.250% 2026/10/6 BB+ 4.4%
4 ルモ ブラジル 運輸 5.875% 2025/1/18 BB- 4.3%
5 ボルカン ペルー 金属・鉱業 5.375% 2022/2/2 BB 4.3%
6 チャイナ・アオユエン・グループ 中国 不動産 7.950% 2021/9/7 B 4.2%
7 DAE ファンディング アラブ首長国連邦 運輸 5.750% 2023/11/15 BB+ 4.2%
8 グルーポ・セメントス・デ・チワワ メキシコ 工業等 5.250% 2024/6/23 BB+ 4.2%
9 タワー・ベルサマ・インフラストラクチャー インドネシア 情報通信 5.250% 2022/2/10 BB 4.1%
10 チャイナ SCE グループ・ホールディングス 中国 不動産 8.750% 2021/1/15 B 4.1%

順位 業種名 比率

1 石油・ガス 17.4%

2 不動産 15.0%
3 消費 14.3%
4 情報通信 14.3%

5 運輸 8.5%

6 金融 8.2%

7 金属・鉱業 7.8%

8 工業等 7.7%

その他業種 4.4%

その他資産 2.2%

4.7%
5.7%
3.3

平均利回り（終利）
平均直利
実効デュレーション

24銘柄外国債組入銘柄数

97.8%
2.2%

外国債現物
その他資産

その他資産は、100%から外国債現物の組入比率の合計を差し引いたものです。

平均利回り（終利）は保有する債券の終利を、平均直利は保有する債券のクーポンを時価
で除した値を、各々債券ポートフォリオ中の各銘柄の時価評価額で加重平均したものです。

原則として、デフォルトした銘柄は終利やクーポンをゼロとして計算しています。

なお、実際の運用では、債券以外に現金等を保有するため、左記の水準を下回る場合が

あります。

実効デュレーション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、金利が変化した際の債券の価格変動が大きくなります。

◆地域別・国別組入比率◆格付け別組入比率

◆組入上位５銘柄の概要

順位 銘柄名

1  ブラジル石油公社（ペトロブラス）

2  ブラジル石油公社（ペトロブラス）

3 ウルトラパール・インターナショナル

4 ルモ

5 ボルカン

概要

石油・ガス生産会社。関連事業として石油製品の精製なども手掛ける。

石油・ガス生産会社。関連事業として石油製品の精製なども手掛ける。

鉱山会社。亜鉛、鉛、銀を産出。

ブラジルの石油・ガス会社、ウルトラパール・パルティシパソエスの金融子会社。ウルトラパール・パルティシ

パソエスは、子会社を通じてガソリンやLPガスの販売、石油化学製品の生産などを手掛けている。

複合一貫輸送による物流サービスを提供。港湾ターミナル、倉庫事業などを手掛ける。

地域名 国名 比率

中南米 49.3%

ブラジル 23.2%
メキシコ 7.7%
その他 18.3%

アジア 27.4%
中国 15.0%
インドネシア 4.1%
その他 8.2%

10.7%
トルコ 7.2%
その他 3.6%

アフリカ 0.0%
  

10.4%

97.8%

2.2%その他資産

欧州

その他の地域

地域計

格付け 比率

BBB以上 0.0%
BB 75.4%
B 19.5%
CCC 2.9%
CC 0.0%
C 0.0%
D 0.0%
無格付け 0.0%
その他資産 2.2%

加重平均格付け BB-

格付けは、S&P、Moody'sのうち、低い方

の格付けを採用しています。(表記方法
はS&Pに準拠)

加重平均格付けは保有する債券の格
付けを、債券ポートフォリオ中の各銘

柄の時価評価額で加重平均したもの
です。当ファンドの信用格付けを表示
しているものではありません。

国名および業種名は、ウエスタン・アセット・
マネジメント社の定義によるものです。

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。
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運用コメントおよび参考市況

みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）

追加型投信／海外／資産複合

Monthly
Report

◆投資環境

◆運用概況

◆今後の運用方針

◆お知らせ

【株式市場】1月の新興国株式市場（米ドルベース）は下落しました。

米国と中国の貿易摩擦の解消に向け進展が見られたことなどを材料

に、市場は上昇しましたが、新型肺炎の感染拡大や経済動向への影

響が警戒されたことなどを材料に、市場は下落しました。中国や台

湾、タイなどの下落が目立ちました。

【債券市場】1月の新興国ハイイールド社債市場（米ドルベース）は上

昇しました。米国の主要な株価指数が 高値を更新し、投資家のリ

スク回避姿勢の後退が意識されたことなどが、サポート要因となりま

した。しかし、月末にかけては、中国で発生した新型肺炎の感染拡大

への警戒感からリスク回避姿勢が意識され、上値を抑えられました。

外国投資信託の合計組入比率を高位に保つとともに、市況環境の急変時などを除き、各外国投資信託への投資割合を株

式：60％程度、債券：40％程度として運用します。

【エマージング･ハイ･ディビデンド･エクイティ･ファンド】米国の金融政策やトランプ政権の政策の不透明感、中国の金融市場や

景気動向、米中の貿易摩擦問題などが引き続き新興国株式市場に影響を及ぼすとみられます。しかし、企業業績の改善期待

や相対的な割安感などから配当利回りが比較的高い優良銘柄の投資妙味が高まっているとみています。国ではブラジル、業

種では銀行などの銘柄に注目する方針です。

【エマージング･ハイ･イールド･ボンド･ファンド】引き続き中南米を中心としたポートフォリオを維持する一方、欧州やアジア地域

などについては慎重なスタンスを維持しながらも、投資妙味があると判断した銘柄を選定し投資する方針です。また、米国にお

ける今後の金融政策の動向についても、注視してまいります。業種については、石油・ガス、情報通信などを中心に、業績およ

び財務内容から投資妙味があると判断した銘柄を中心に投資する方針です。また、ファンダメンタルズの改善が過小評価され

ていると考えられる業種や発行体にも投資する方針です。

各コースにて、2019年12月27日付の書面にて受益者の皆さまへ繰上償還に関するお知らせを行い、2020年2月3日まで受益者

の皆さまからの議決権の行使を受け付けました。この結果、書面決議において、基準日である2019年12月27日時点での受益者

の議決権の3分の2以上の賛成が得られましたので、2020年3月25日に繰上償還（信託終了）を実施させていただきます。購入

の申込期間は2020年2月14日までとなります。

株式の外国投資信託60％程度、債券の外国投資信託40％程度と

し、組入比率の合計は高位を維持しました。

【エマージング･ハイ･ディビデンド･エクイティ･ファンド】

中国の銀行など配当利回りの観点から投資妙味が高く、かつ安定

的な配当収入が見込まれる優良銘柄を厳選し投資しました。中国の

銀行を新規購入する一方、韓国の自動車メーカーを全部売却するな

どの投資行動を、相場環境を見極めながら行いました。

【エマージング･ハイ･イールド･ボンド･ファンド】

国のサポートを受けやすいと考えられる業種を中心に、投資妙味が

あると判断した銘柄への投資を継続しました。業種別では、石油・ガ

ス、不動産、消費、情報通信などの組入を高めとするポートフォリオ

を維持しました。地域別・国別では、中南米を中心としたポートフォリ

オを維持しました。

※運用コメントは、 『エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド』の
運用を行うウェルズ・キャピタル・マネジメント社および『エマージング・ハイ・
イールド・ボンド・ファンド』の運用を行うウエスタン・アセット･マネジメント社

から提供された資料に基づき、アセットマネジメントOneが作成しています。

◆新興国高配当株式のパフォーマンス推移

◆新興国ハイイールド債の利回りとスプレッド
および米ドル（対円）推移
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スプレッド（左軸）
新興国ハイイールド債利回り（左軸）
米国10年国債の利回り（左軸）
米ドル（右軸）

※新興国株式はMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）、

新興国高配当株式はMSCIエマージング・マーケット・ハイディビデンド・

イールド・インデックス（配当込み）を使用し、2010年1月28日時点を

100として指数化して表示しています。

※新興国ハイイールド債は、ＪＰモルガン・コーポレート・エマージング・

マーケット・ボンド・インデックス・ブロード・ハイイールドを表示してい

ます。

各指数については後述の「指数について」をお読みください。

※上記のグラフは過去の実績であり、将来の新興国の株式およびハイ

イールド債券のパフォーマンスや利回りを示唆、保証するものではあ

りません。

※上記各グラフは、月次データ（月末前営業日）の値を表示しています。

出所：ブルームバーグ、ファクトセットデータを基にアセットマネジ

メントOneが作成。

（円）

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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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。

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）

 みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）は、分配実施による運用資金の一部払出しを行うことを前提として、収益の確保等を目指して、新興国
 の高配当株およびハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、運用を行います。

  １．新興国の高配当株およびハイイールド社債を実質的な主要投資対象とします。

  ◆新興国の株式、債券のなかから、主として予想配当利回りが相対的に高く、かつ将来的にも安定した配当収入が見込まれる株式※1（高配当株）

    およびBB格相当以下の格付けが付与されている米ドル建ての社債
※2

（ハイイールド社債）に実質的に投資します。

　※1 預託証券（DR）および不動産投資信託（RＥＩＴ）等に投資する場合があります。また、新興国で事業を行う先進国の企業の株式に投資する場合
        があります。

　※2 米ドル建てのソブリン債や、米ドル建ての投資適格社債に投資する場合があります。

　◆株式・債券への基本投資割合は、高配当株を60％、ハイイールド社債を40％とします。

　◇市況環境の急変時など、委託会社が株式への投資割合を引き下げるべきと判断した場合には、高配当株への投資割合を40％程度まで引き下
      げ、ハイイールド社債への投資割合を60％程度まで引き上げることがあります。

  ※上記の投資割合は、各外国投資信託への投資割合です。

  ◇投資対象ファンドの合計組入比率は、高位を維持することを基本とします。

  ◆新興国の高配当株への投資は、「ウェルズ・キャピタル・マネジメント」が、新興国のハイイールド社債への投資は「ウエスタン・アセット･マネジメ
      ント」が行います。

  ２．分配を通じて、あらかじめ提示した目標払出し額を、運用資産から定期的に払い出すことを目指します。

 ①投資収益（損益）にかかわらず分配金として運用資金を払い出します。

  ●各コースの分配金は、投資収益にかかわらず、投資対象である外国投資信託の分配金に基づいて払い出されます（各コースの投資対象である
     外国投資信託は、投資収益にかかわらずあらかじめ定められた方式により分配金を支払います。）。

  ※「外国投資信託の分配金に基づいて払い出す」とは、各コースが外国投資信託から受け取る分配金やその他の分配対象額から、各コースの運
      営にかかる費用等を考慮し、分配金を払い出すことをいいます。

 ②あらかじめ目標払出し額を提示します。

  ●目標払出し額として、外国投資信託の分配金に基づいて定めた額を提示し、その額を払い出すことを目標とします。

  ※目標払出し額は目標額決定時の予想に基づくものであり、実際の支払額を保証するものではありません。

 ③目標払出し額は定期的に見直します。

  ●目標払出し額は、目標額決定時（年１回）の各コースの基準価額に、あらかじめ定められた率を乗じて得た額を上限とし、定期的に見直しを行い
      ます。

 ④投資元本の払戻しに相当する場合があります。

  ●目標払出し額に基づき支払われる分配金は、投資収益にかかわらず決定されるため、その一部または全部が実質的な投資元本の払戻しに相
     当する場合があります。

＜分配方針＞

　毎月決算の各コースは毎月25日（休業日の場合は翌営業日。）、年2回決算の各コースは毎年3月25日および9月25日（休業日の場合は翌営業
  日。）の決算時に収益分配を行います。

　・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

　・分配金額は、原則として、各コースの決算日の直前における各組入外国投資信託の分配額に基づく額を払い出すことを目標に委託会社が決定し
    ます。なお、各外国投資信託の分配額は、投資収益に基づき支払われるものではなく、原則として、12ヵ月ごとに到来する特定日の1口当たりの
    純資産価格に所定の率を乗じて得た額に基づき分配金額が決定されます。結果として、各コースから分配される分配金額の一部または全額が、
    実質的な投資元本の払戻しにより行われることがあります。

  ・収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

  ※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

  ３．為替ヘッジの対応および決算頻度に違いのある4つのコースから選択できます。

  ●各コース間のスイッチング（乗換え）が可能です。

 ※販売会社によっては、一部のコースを取り扱わない場合、スイッチングの取扱いを行わない場合等があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目
    論見書）をご参照ください。

  ＊資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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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）

 各コースは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する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、各コース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ありません。

 各コース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。

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。

流動性リスク

規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）すること
ができない可能性があります。各コースが実質的に投資する新興国の株式やハイイールド社債等において流動性が損なわれた場合には、各コースの基
準価額が下落する要因となる可能性があります。

各コースが実質的に投資するハイイールド社債は、信用度が高い高格付けの債券と比較して、相対的に高い利回りを享受することが期待できる一方で、
発行体の財務内容等の悪化（格付けの格下げ）により、債券価格が大きく下落する傾向があります。また、発行体が債務不履行に陥る可能性も高いと考
えられます。各コースが実質的に投資するハイイールド社債等の発行体（国）がこうした状況に陥った場合には、各コースの基準価額が下落する要因とな
ります。

資産配分リスク
各コースは、新興国の株式および公社債に資産配分を行いますが、投資成果等の悪い資産への配分が大きい場合、すべての資産価値が下落する場合
等には、各コースの基準価額が大きく下落する場合があります。

株価変動リスク
各コースが実質的に投資する企業の株価が下落した場合には、各コースの基準価額が下落する要因となります。また、各コースが実質的に投資する企業
が業績悪化や倒産等に陥った場合には、各コースの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

信用リスク

各コースの実質的な投資先となっている国・地域の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合には、各コース
の基準価額が下落する要因とな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、各コースが実質的に投資する公社債の価格に
影響を及ぼし、各コースの基準価額を下落させる要因となります。

為替変動リスク

（為替ヘッジなしコース）
主要投資対象とする外国投資信託（クラス）は、原則として為替取引（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、各コースの基準価額が下落する要因となります。

（限定為替ヘッジコース）
主要投資対象とする外国投資信託（クラス）は、原則として米ドル売り／円買いの為替取引を行います。この為替取引により外国投資信託が保有する米ド
ル建資産の為替変動リスクは低減しますが、米ドル以外の通貨建資産については米ドルに対する為替変動リスクを有します。したがって、それらの通貨が
米ドルに対して下落した場合には、各コースの基準価額が下落する要因となります。また、円金利が米ドル金利より低い場合、円金利と米ドル金利の金
利差相当分のヘッジコストがかかります。

カントリーリスク

  指数について

 ◆MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）およびMSCIエマージング・マーケット・ハイディビデンド・イールド・インデックス（配当込み）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。

 ◆JPモルガン・コーポレート・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・ブロード・ハイイールド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。
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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。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。



１１／１３

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８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。

購入の申込期間 繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2020年2月14日までとなります。

購入・換金申込

不可日

以下のいずれかに該当する日には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付を行いません。

・ニューヨーク証券取引所の休業日  ・ニューヨークの銀行の休業日

・ロンドン証券取引所の休業日  ・ロンドンの銀行の休業日

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。

信託期間 2023年３月24日まで（2013年４月８日設定）

（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2020年3月25日までとなります。

決算日 ＜毎月決算の各コース＞　  毎月25日（休業日の場合は翌営業日）

＜年２回決算の各コース＞　毎年３月および９月の各25日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 ＜毎月決算の各コース＞　  年12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。

＜年２回決算の各コース＞　年２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。

スイッチング みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）を構成する各コース間で、スイッチング（乗換え）を行うことができます。

※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合、スイッチングの取扱いに一定の制限を設ける場合、スイッチ

   ングの購入単位等を別に定める場合等があります。

※スイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額および税金（課税対象者の場合）がかかりますのでご留意くださ

   い。また、購入時手数料は販売会社が別に定めます。

その他 販売会社によっては、みずほ新興国ハイインカムファンド（目標払出し型）を構成する一部のコースを取り扱わない場合があり

ます。詳細は委託会社または販売会社までお問い合わせください。

繰上償還 各コースが主要投資対象とする外国投資信託のいずれかまたは全てが信託を終了した場合もしくは外国投資信託の分配方

針の変更により商品の同一性が失われた場合には、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）

させます。

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。
・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、または各コースの受益権の口数を合計した口

  数が40億口を下回ることとなるとき。

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・換金申込受付の

中止および取消し

換金の請求金額が多額な場合および外国投資信託の換金請求の受付の停止・取消しまたは延期の場合の換金のお申込

み、信託財産の効率的な運用または受益者に対する公平性を期する運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場

合、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、非常事態（金融危機、重大な政策変更や資産

凍結等を含む規制導入、クーデター等）による市場の閉鎖等、その他やむを得ない事情がある場合の購入・換金・スイッチン

グのお申込みについては、お申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことがありま

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。

購入時手数料 購入価額に、3.3％（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0.3％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）

各コース：各コースの日々の純資産総額に対して年率1.298％（税抜1.18％）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき各コースか

   ら支払われます。

投資対象とする外国投資信託：外国投資信託の純資産総額に対して年率0.661％程度

※上記の率は、各コースが基本投資割合に基づき外国投資信託を組み入れた場合の概算値です。各コースが投資対象とす
　 る外国投資信託の運用管理費用等には、年次等による 低費用等が設定されているものがあり、外国投資信託の純資産

 　総額によっては、上記の率を実質的に超える場合があります。

実質的な負担：各コースの日々の純資産総額に対して年率1.959％程度（税込）

※上記は各コースが基本投資割合に基づき純資産総額相当額の外国投資信託を組み入れた場合について算出したもので、

　 実際の組入比率により異なります。また、この他に定率により計算されない「その他費用等」があります。

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（ファンドの基準価額に反映）され、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。

●投資者が信託財産で間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。

●投資者が直接的に負担する費用
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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。

当資料のお取扱いについてのご注意

投資信託ご購入の注意

　投資信託は、

◆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/

○印は協会への加入を意味します。□印は取扱いファンドを示しています。 2020年2月13日現在

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

＜備考欄について＞

※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順）

販売会社（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）

　◆繰上償還（信託終了）の予定について

　　 各コースは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。

　　・書面による議決権の行使については、2019年12月27日現在の受益者の皆さまを対象としております。

　　　2019年12月28日以降に取得された受益権口数（2019年12月26日以降に取得申込みをされた受益権口数）は書面決議の手続きの対象とはなりませんの

　　　で、ご了承ください。

　　・書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。

　　　また、書面決議において否決された場合には、各コースの繰上償還（信託終了）は行いません。

　※書面決議の結果は、2020年2月4日（書面決議の日）以降、委託会社のホームページ（http://www.am-one.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売

　　　会社へお問い合わせいただければご確認いただけます。
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みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○ □ □ □ □


