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 設定来、「ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース）愛称：ワールドOne」
は市場が大きく変動するなか、日本を除く世界の株式・債券・リートに分散投資を行ってきました。 
 当資料では、これまでの運用期間を大きく3つ（①成長期間、②金利上昇期間、③貿易摩擦懸念）に分
け、その際の市場動向と各ファンドの運用状況についてご案内いたします。 
①：2017年1月17日~2018年1月31日、②：2018年2月1日~2018年2月28日、③：2018年3月1日~2018年8月31日 
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※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 

愛称：ワールドOne 
追加型投信／海外／資産複合 

販売用資料 
2018年9月12日 

1 

運用状況のご案内 

① ③ ② 

資産配分比率の推移（基本コース） 

※期間：2017年1月17日（各ファンド設定日の前営業日）～2018年8月31日（日次） 
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。 
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。 

※期間：2017年1月18日（各ファンド設定日）～2018年8月31日（日次） 
※組入比率は純資産総額に対する割合です。 
※先進国株式：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、先進国債券：為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、新興国株式：エマージング株式
パッシブ・マザーファンド、新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド、先進国リート：外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド（以下、同じ）。 

※現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは「DIAMマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。 
※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

① ③ ② 

基準価額の推移（リスク抑制コース） 

■先進国株式■先進国債券■新興国株式■新興国債券■先進国リート■現金等 

資産配分比率の推移（リスク抑制コース） 

基準価額の推移（基本コース） 
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※2017年1月17日を100として指数化

 米国の物価や賃金の伸びが緩やかにとどまるなか、米長期金利や米ドルは上昇しにくい展開となりました。また、こうした

環境で企業業績が回復したことに加え、変動性（ボラティリティ）が低位にとどまったことから、米国株が持続的に上昇し

ました。さらに、世界景気の同時回復を背景にリスク選好の動きが継続し、新興国通貨が堅調に推移したことから、新興

国株式は米国株を上回る好パフォーマンスとなりました。 
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2 ※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 

※期間：2017年1月31日～2018年1月31日※為替ヘッジは、マザーファンド（為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

を除く）に対する為替ヘッジです。※資産別組入比率は、上場投資信託証券（ETF）および有価証券指数等先物取引等を含み、純資産総額に対

する割合です。※各組入比率は小数第2位を四捨五入しているため、合計値が100％にならない場合があります。※要因分析は、組入資産の値

動き等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために「簡便法」により計算しておりますので、その正確性、完全性を保証するものではあり

ません。また、小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。 

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

期間①（2017年1月17日~2018年1月31日） 

【市場環境】 

【各資産のパフォーマンス】 

・各ファンドともに現金等の組み入れ比率を5％程度に抑え、積極的に収益機会の拡大に努めました。 
・また、各資産に分散投資することで比較的安定した値動きで推移しました。 
・良好な市場環境を背景に新興国株式や先進国株式の上昇がプラスに寄与しました。 

【運用状況について】 

※上記は各マザーファンドの基準価額をベースに算出しています。 
※2017年1月17日（各ファンド設定日の前営業日）～2018年1月31日（日次） 

201  先進国株 

41  
先進国債
券 

14  外国リート 
512  新興国株 

24  
新興国債
券 

52  ヘッジ 

0  
その他資
産 

-193  信託報酬 
0  分配金 

651  

120.8

99.8
99.7

136.6

101.5

106.2
106.2

80

100

120

140

160

2017/1 2017/3 2017/5 2017/7 2017/9 2017/11 2018/1

（年/月）

先進国株式 先進国債券 先進国リート 新興国株式

新興国債券 基本コース リスク抑制コース

資産 
先進国 
株式 

先進国 
債券 

先進国 
リート 

新興国 
株式 

新興国 
債券 

現金等 

2017年1月31日時点 9.9% 53.9% 15.4% 9.8% 9.7% 1.3% 

2018年1月31日時点 14.7% 48.9% 15.1% 9.3% 9.0% 3.0% 

変化幅 +4.8% -5.0% -0.3% -0.5% -0.7% +1.7% 

■先進国株式■先進国債券■新興国株式■新興国債券■先進国リート■為替ヘッジ効果■信託報酬 

基準価額の要因分析（基本コース） 基準価額の要因分析（リスク抑制コース） 
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資産配分比率（リスク抑制コース） 
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・各ファンドともに市場下落の影響を受け基準価額は下落しました。 
・金利の上昇（債券価格の下落）が株価下落につながり、当ファンド組入資産全てが下落し、基準価額は下落しました。 
・為替ヘッジを行っていたため、円高に対して抵抗力を発揮し、基準価額の下落幅が抑制されました。 
・リスク抑制コースでは市場の下落を受け、リスク性資産の組み入れ比率の引き下げと現金比率の引き上げを行い、基準
価額の下落を抑制しました。 
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 市場予想を上回る1月の米雇用統計の内容を受け米長期金利が上昇したほか、ボラティリティの急騰もあり、NYダウは
2月6日に前日比マイナス1,175ドル安と、過去最大の下げ幅を記録しました。 
米国以外の先進国市場も同時株安の様相を呈したほか、新興国市場では株・債券ともに売られ、世界的に総じてリスク
回避の動きが強まりました。 

3 ※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 

期間②（2018年2月1日~2018年2月28日） 

【市場環境】 

201802 

先進国株 -71  

先進国債券 -21  

外国リート -68  

新興国株 -70  

新興国債券 -31  

ヘッジ 77  

その他資産 0  

信託報酬 -9  

分配金 0  

-193  

※上記は各マザーファンドの基準価額をベースに算出しています。 
※2018年1月31日～2018年2月28日（日次） 

【各資産のパフォーマンス】 

【運用状況について】 
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資産 
先進国 
株式 

先進国 
債券 

先進国 
リート 

新興国 
株式 

新興国 
債券 

現金等 

2018年1月31日時点 14.7% 48.9% 15.1% 9.3% 9.0% 3.0% 

2018年2月28日時点 13.6% 48.2% 8.8% 13.6% 9.2% 6.6% 

変化幅 -1.1% -0.7% -0.2% -1.5% -0.1% +3.6% 

※期間：2018年1月31日～2018年2月28日※為替ヘッジは、マザーファンド（為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

を除く）に対する為替ヘッジです。※資産別組入比率は、上場投資信託証券（ETF）および有価証券指数等先物取引等を含み、純資産総額に対

する割合です。※各組入比率は小数第2位を四捨五入しているため、合計値が100％にならない場合があります。※要因分析は、組入資産の値

動き等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために「簡便法」により計算しておりますので、その正確性、完全性を保証するものではあり

ません。また、小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。 

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

■先進国株式■先進国債券■新興国株式■新興国債券■先進国リート■為替ヘッジ効果■信託報酬 

資産配分比率（リスク抑制コース） 

基準価額の要因分析（基本コース） 基準価額の要因分析（リスク抑制コース） 



ファンド通信 

4 ※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 

局面③2018年3月1日~2018年8月31日 

【市場環境】 

 米中貿易摩擦拡大が世界の貿易戦争につながるとの懸念が重しとなり、IT関連企業を除いて先進国株式市場は春
先まで上値の重い展開となりましたが、以降は米国の良好なファンダメンタルズや企業決算を背景に上昇しました。また、
一部の新興国の政治・経済への懸念が強まり、新興国通貨が急落、新興国株式は大幅に下落しました。こうしたなか、
先進国リートは上昇基調をたどりました。 

・局面③の期間で基本コースの基
準価額は1.4％・リスク抑制コー
スの基準価額は1.5％下落しま
した。  
・先進国リートが堅調であった一
方、新興国株式が軟調となって
おり、基準価額はほぼ横ばいで
の着地となりました。 

・リスク抑制コースでは、
上昇させた現金比率を
徐々に減少させ、リスク
性資産の組み入れ比率
を上昇させることで収益
獲得の機会拡大をめざ
します。 

先進国株 21  

先進国債券 34  

外国リート 129  

新興国株 -154  

新興国債券 3  

ヘッジ -129  

その他資産 0  

信託報酬 -43  

分配金 0  

※上記は各マザーファンドの基準価額をベースに算出しています。 
※2018年2月28日～2018年8月31日（日次） 

【各資産のパフォーマンス】 

【運用状況について】 

資産 
先進国 
株式 

先進国 
債券 

先進国 
リート 

新興国 
株式 

新興国 
債券 

現金等 

2018年2月28日時点 13.6% 48.2% 8.8% 13.6% 9.2% 6.6% 

2018年8月31日時点 15.0% 49.5% 10.1% 14.3% 9.7% 1.5% 

変化幅 +1.4% +1.3% +1.3% +0.7% +0.5% -5.1% 

※期間：2018年2月28日～2018年8月31日※為替ヘッジは、マザーファンド（為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

を除く）に対する為替ヘッジです。※資産別組入比率は、上場投資信託証券（ETF）および有価証券指数等先物取引等を含み、純資産総額に対

する割合です。※各組入比率は小数第2位を四捨五入しているため、合計値が100％にならない場合があります。※要因分析は、組入資産の値

動き等が基準価額に与えた影響をご理解いただくために「簡便法」により計算しておりますので、その正確性、完全性を保証するものではあり

ません。また、小数点以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。 

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

■先進国株式■先進国債券■新興国株式■新興国債券■先進国リート■為替ヘッジ効果■信託報酬 

資産配分比率（リスク抑制コース） 

・各ファンドともに市場下落の影響を受け基準価額は下落しました。 
・先進国リートがプラスに寄与したものの、新興国株式が大きく下落し、基準価額は下落しました。 
・リスク抑制コースでは、リスク性資産の組み入れ比率の引き上げと現金比率の引き下げを行い、今後の収益機会の拡大
に努めました。 

基準価額の要因分析（基本コース） 基準価額の要因分析（リスク抑制コース） 
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ファンド通信 

5 ※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 

日本を除く先進国の株式、債券、不動産投資信託証券（リート）および新興国の株

式、債券に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運

用を行います。 
■上記資産に関しては、主としてマザーファンド（＊）を通じて実質的に投資します。また、指数に

連動する投資成果をめざす上場投資信託証券（ETF）、有価証券指数等先物取引等へ直接投資する

場合もあります。 

■DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等へ投資する場合があります。 

（＊）外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マ
ザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド  

 ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。 

実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替

リスクの低減をめざします。 

 ※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。 

基本コース、リスク抑制コースの2コースからお選びいただけます。 

■各資産への基本投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直します。 

※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本

投資比率の見直しを行うことがあります。 

■基本コースは、基本投資比率をもとに分散投資を行います。 

■リスク抑制コースは、基本投資比率をもとに分散投資を行いつつ、基準価額の下落を一定水準

（下値目安値（＊））までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象

資産の合計資産比率（＊＊）を機動的に変更します。下値目安値は、過去12ヵ月間の基準価額の最高

値から-15％の水準となるよう毎営業日決定します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今

後変更する場合があります。 

（＊） 基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場急落の  
場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。  

（＊＊）合計資産比率とは、「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価
証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。なお、合計資産比率の変更の際も、基本投
資比率をもとに運用を行います。 

■各コース間でスイッチングが可能です。 

※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があります。 

スイッチング時には、税金、購入時手数料がかかる場合があります。くわしくは、販売会社に

お問い合わせください。 

各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

株式会社（＊）の投資助言を活用します。 
（＊）アセットマネジメントOne株式会社と投資顧問契約を結ぶ会社です。 

年2回決算を行います。 

■毎年6月、12月の各11日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、基準価額水準、市況動向等を

勘案して分配金額を決定します。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。 

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

※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束

するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 

1 

2 

3 

4 

5 

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

ファンドの特色 
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6 ※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

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 

資産配分リスク 

ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下がる

場合があります。 

リスク抑制コースでは、現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減を

めざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低

減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。 

株価変動リスク ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。 

金利リスク 
一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。ファンドは、実質的に債券、リートに

投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。 

リートの 
価格変動リスク 

リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不

動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。 

ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。 

為替リスク 

ファンドは、実質組入外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減を

めざしますが、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。 

なお、実質組入資産の直接ヘッジのほか、一部の新興国通貨については代替通貨を用いた為替ヘッジ

を行う場合があります。代替通貨を用いた為替ヘッジの場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定さ

れますので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、代替通貨と一部の新興国通貨間の為替変

動の影響を受ける可能性があります。 

また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨および代替通貨の金利よりも低い場合、その金利差相

当分程度のコストがかかることにご留意ください。 

信用リスク 

ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、ファンドが実質的

に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥

ると予想される場合等には、投資した資産の価値が下落したりその価値がなくなることがあり、基準

価額が下がる要因となります。 

流動性リスク 

ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等に

より十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引でき

ないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。 

カントリーリスク 
ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を

受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。 

分配金に関する留意事項 
 
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行

われる場合があります。したがって、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。 
 
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、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。

個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。 
 
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落す

る要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、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。 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 

ファンドの投資リスク 

●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。 
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7 ※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

リスク抑制コースでは、過去12ヵ月間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定し、合計資産比率を
調整します。そのため、基準価額は、長期的に15％以上下落する場合があります。また、相場急変時等においては、
基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。したがって、損失が常に一定範囲に限定されるわけではないこと
にご留意ください。 

 

（リスク抑制コース）の下値目安値について 
下値目安値は、過去12ヵ月間の基準価額の最高値から－15％の水準となるよう毎営業日決定します。  
※（基本コース）は、下値目安値を定めておりません。 

※設定後12ヵ月に満たない場合は、設定来の最高値をもとに下値目安値を決定します。 

※下値目安値は、必ずしも上昇または低下するものではありません。基準価額の上昇局面でも基準価額が過去12ヵ月間の最高
値を更新できない場合には、下値目安値は上昇せず同じ水準が継続します。基準価額の下落局面でも過去12ヵ月間の基準価
額の最高値が維持されている場合には、下値目安値は低下せず同じ水準が継続します。 

※下値目安値は、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額が下値目安値を下回らないことを委
託会社が保証するものではありません。 

※上記はイメージ図であり、実際にはこれと異なる場合があります。また、将来の運用成果等を示唆・保証するものではあり
ません。 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 

ご留意事項 
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8 ※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

購入単位 

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円） 

※「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申

込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなります。購入単位およ

び取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。 

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。） 

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 

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。 

購入・換金申込 

不可日 

ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、

ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日には、購入・換金・スイッチングのお申込みの受付

を行いません。 

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 

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

購入・換金・スイッチング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・ス

イッチングのお申込みの受付を取り消す場合があります。 

信託期間 2027年6月11日まで（2017年1月18日設定） 

繰上償還 受益権口数が10億口を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。 

決算日 毎年6月、12月の各11日（休業日の場合には翌営業日） 

収益分配 

毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 

「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。 

「分配金自動けいぞく投資コース」税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。 

※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。 

課税関係 

ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。 

原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング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。 

※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非

課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。 

※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 

販売会社が定める単位にて、2つのコース間で乗り換え（スイッチング）が可能です。 

※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があります。くわしくは販売会社にお

問い合わせください。 

お申込みメモ（ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。） 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 
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●ご購入時 

購入時手数料 

購入価額に2.16％（税抜2.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額となり

ます。 

購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。 

※くわしくは販売会社にお問い合わせください。 

スイッチング手数料 

スイッチング時の購入価額に2.16％（税抜2.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗

じて得た額とします。 

※スイッチングの際には、換金時と同様の費用、税金がかかります。くわしくは販売会社にお問い

合わせください。 

●ご換金時 

換金時手数料 ありません。 

信託財産留保額 ありません。 

●保有期間中（信託財産から間接的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1.2204％（税抜1.13％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の費用・手数料 

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等

に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。 

※その他の費用・手数料については、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、上限額等を表示することができません。 

9 ※最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」をご確認ください。 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 

支払先 内訳（税抜） 主な役務 

委託会社 年率0.55％ 
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
出等の対価 

販売会社 年率0.55％ 
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 年率0.03％ 
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
対価 

お客さまにご負担いただく手数料等について 
 
下記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

※上場投資信託（ETFおよびリート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託（ETFおよびリート）の費用は表
示しておりません。 

※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。 
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投資信託ご購入の注意  
投資信託は 

（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。 

10 

委託会社 

アセットマネジメントOne株式会社 
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 

信託財産の運用指図等を行います。 

受託会社 
みずほ信託銀行株式会社 
信託財産の保管・管理業務等を行います。 

販売会社 

株式会社みずほ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第6号 
加入協会：日本証券業協会 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 

みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第34号 
加入協会：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 

募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、収益分配金の再投資、収益分
配金、一部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。 

180907JS313871.2ファンド通信 

ワールドアセットバランス（基本コース）／（リスク抑制コース） 愛称：ワールドOne 

委託会社その他関係法人の概要 

当資料のご利用にあたっての注意事項  
■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。 

■ファンドは、実質的に株式、債券、リート等の値動きのある有価証券（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。ファンド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。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。 

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 
・ホームページアドレス  http://www.am-one.co.jp/ 

照会先 


