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ファンド通信ファンド通信

商 号 等 ： 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
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純資産総額(百万円)基準価額(円) 純資産総額
基準価額[分配金再投資]
基準価額

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）
追加型投信／海外／資産複合

販売用資料
2017年5月15日

分配金に関するお知らせ

2017年5月15日
基準価額
10,638円

（設定日：2015年6月30日）
※基準価額[分配金再投資]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

基準価額[分配金再投資]＝前日基準価額[分配金再投資]×（当日基準価額÷前日基準価額）
（※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）
※基準価額は設定日前日を10,000として計算しています。
※基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「お客様にご負担いただく費用について」をご覧ください。

（年/月/日）

当ファンドは、第22期決算（2017年5月15日）において基準価額水準や市況動向等を勘案し、
分配金を25円から50円（1万口当たり、税引前）としました。

※分配金は1万口当たり。 ※第1期から第2期は、約款の規定により収益分配を行なっておりません。
※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。

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

※基準価額は1万口当たり。

運用担当者のコメント

アシュトン・リード
ポートフォリオ・
マネジャー

オーストラリア経済は、2016年10-12月期のGDP成長率が前期比+1.1％と市場予想を上回るなど引き続
き底堅く、豪州準備銀行（RBA）では今後2～3年にわたって3％強の水準へ緩やかに上昇すると予想してい
ます。また、運用チームでは政策金利について当面据え置かれる公算が高いと考えており、市場予想でも
2017年末までの据え置きの見方が大勢となっています。このような環境の中、当ファンドの投資対象であ
るオーストラリアのインフラ関連株式やリート等のインカム資産は、4月はオーストラリア株式市場全体を
上回って推移しました。運用チームでは、オーストラリア経済は低金利や企業景況感の改善、中小企業の法
人税減税などを背景に今後も堅調な成長を見込んでいます。

分配金実績（１万口当たり、税引前）

運用実績（期間：2015年6月29日（当ファンド設定日の前営業日）～2017年5月15日）

※上記は過去の実績または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

決算期 第3期∼第21期 第22期

決算日 2015年10月13日
～2017年4月13日 2017年5月15日

分配金額 各25円 50円 525円

分配金累計額
（設定来）
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52.2%47.8%

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

騰落率（税引前） 基準価額の変動要因（設定来）

※2017年4月28日時点。
※レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社のデー

タを基に委託会社が作成したものです。有価証券の
値動き、為替変動等が基準価額に与えた影響等を
ご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、
その完全性、正確性を保証するものではありません。

※2017年4月28日時点。
※各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来の騰落率については、設定当初の投資元本を

基に計算しています。
※オーストラリア株式はS&P/ASX200指数（円換算）、オーストラリアリートはS&P/ASX A-REIT200

指数（円換算）を使用。これらの指数は、当ファンドに対するお客さまのご理解の一助のために掲載して
いるものであり、当ファンドのベンチマークではありません。

LM・豪州インカム資産ファンド（適格機関投資家専用）の状況（2017年4月28日時点）

※組入比率は純資産総額に対する割合です。
＊予想平均配当利回りは、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リ

ミテッドの調査によるものです。月末における全保有銘柄の予想配当利回りを、
組入有価証券時価総額に対するウェイトで加重平均して表示しています。なお、
運用利回りとは異なり、また将来の運用成果等を保証するものではありません。 ※組入比率は組入有価証券評価額に対する割合です。

＜ご参考＞インカム資産：リートとインフラ関連株式

■インフラ関連株式の例

■リートの例

資産別組入比率ポートフォリオの概況

主にインフラ関連施設や不動産等の使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を
保有・運営する企業の株式および不動産投資信託を中心に実質的に投資を行います。

投資家

投資家

インフラ
関連株式
インフラ
関連株式

リートリート

投資

配当金 道路 電気

インフラ資産

オフィスビル ショッピングモール

不動産物件
投資

配当金

取得・運営
管理・売却

利用料収入
売買損益

取得・運営
管理・売却

賃貸料収入
売買損益

利用料
支払い

不動産の
貸与

賃貸料
支払い

入居者

（例）
個人

一般企業
店舗

物流施設など

※上記はインフラ関連株式およびリートの仕組みをご理解いただくために作成したイメージ図であり、すべてを表したものではありません。

インフラ関連株式 リート

消費者物価指数や店の売上高が上昇すれば
賃料も上昇傾向になることが期待できます。

オーストラリアでは有料道路や公共料金
が物価に連動する仕組みになっています。

施設の貸与
施設利用者

（例）
有料道路通行料

送配電料
水道料など

※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。

銘柄数 32
現物組入比率 98.4%
現金等比率 1.6%
予想平均配当利回り* 5.3%

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）

騰落率 3ヵ月 6ヵ月 1年 設定来
インフラ･DE･豪（GO）毎月 4.1% 16.5% 8.4% 6.1%
＜ご参考＞オーストラリア株式 2.9% 16.6% 14.9% -4.0%
＜ご参考＞オーストラリアリート 4.1% 12.7% 2.7% 1.3%

＜ご参考＞豪ドル／円 -2.4% 4.7% 1.3% -11.6%

（単位：円）
株式・リート価格要因 1,751
株式・リート配当要因 804
為替要因 -1,172
信託報酬等 -301
分配金 -475
合計 607
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当ファンド ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
株式

米国
リート

日本
リート

好配当

（2010年～2016年：年次）
~各資産の利回り比較~
相対的に高い利回りとなっています。

＜ご参考＞当ファンドおよび世界株式のキャッシュフロー推移

インカムの成長性 おおむね継続的に収益が伸びました。

※当ファンドはLM・豪州インカム資産マザーファンドの予想配当利回り、オーストラ
リア株式はS&P/ASX200指数、オーストラリアリートはS&P/ASX A-REIT
200指数、米国リートはFTSE NAREITオール・エクイティ・REIT・インデックス、
日本リートは東証REIT指数の配当利回り、オーストラリア国債はシティ豪州国
債インデックスの利回りを使用。

※2010年を100として指数化。
※当ファンドは2017年3月末時点におけるLM・豪州インカム資産マ

ザーファンドの全保有銘柄のEBITDAおよびFFOを2010年までさか
のぼり株式部分およびリート部分を50％ずつと仮定して試算したもの。
世界株式はMSCIワールドインデックスのEBITDAを使用。

（年）ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
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国債
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※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

出所：レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社、ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

相対的に配当利回りが高い銘柄を中心に投資

インカム資産を中心に投資

豪州インフラ関連好配当資産ファンドの魅力

内需が堅調な
オーストラリアの

インカム資産ならでは
の魅力があるのね

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）

オーストラリア株式（全業種）

（2010年12月31日～2017年4月28日：日次）

（業種別）資本財・ｻｰﾋﾞｽ

（業種別）公益事業

オーストラリアリート

堅調な価格推移 インフラ関連株式およびリートは堅調なパフォーマンスをあげています。

~オーストラリアの株価指数、リート指数と主な業種別パフォーマンスの推移~

※2010年12月31日を100として指数化。
※オーストラリア株式：S&P/ASX200指数、オーストラリアリート：S&P/ASX A-REIT200指数、各業種別指数：

S&P/ASX200指数の各業種別指数。各指数は現地通貨ベース、配当込みを使用。

赤字が
主なインカム資産

赤字が
主なインカム資産

（年/月）
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※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

豪ドルの推移

底打ちの兆しをみせる商品市況政策金利は当面据え置きを予想

貿易収支は約３年ぶりに黒字化

（年/月）

2012年1月～2017年4月（月次）

2010年3月～2017年3月（月次）

2012年1月3日～2017年4月28日（日次）

2012年1月3日～2017年4月28日（日次）

豪ドル相場の現況と今後の見通し

豪ドル相場については、4
月は鉄鉱石価格の下落と世界
的なリスク回避姿勢の強まり
の影響を受けて下落しました。
しかし、オーストラリアでは
2016年11月以降、貿易黒字
が定着化しつつあり、豪ドル
相場の安定に寄与すると期待
されます。

（米ドル）（億豪ドル）

為替の見通しは
どうなのかしら

~豪州実質金利の推移~ ~豪ドルと商品市況の推移~

~オーストラリアの貿易収支の推移~

（年/月）（年/月）

（％） （米ドル） （ポイント）

※Thomson Reuters/Jefferies CRB指数とは、各商品取引所で
取引されている先物取引価格から算出される国際先物商品指数で
あり、物価上昇率の先行指数として注目されています。

運用担当者のコメント

（年/月）

出所：ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

豪ドル
高

豪ドル
安

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）
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オーストラリアって資源
のイメージがあるけど、
鉱業は1割程度で第
3次産業が７割を占
めているのね。

金融・保険
10.4%

ヘルスケア
7.7%

科学技術
6.8%
防衛
6.4%

教育
5.5%

輸送貨物
5.3%

その他第3次産業
29.0%

鉱業
10.5%

建設
9.1%

製品製造業
6.9%

農林水産業
2.4%

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

オーストラリア投資の魅力

 オーストラリアの予想人口増加率は世界の中でも際立ってい
ます。同国の経済に貢献する技能や卓越した能力をもつ人々
を受け入れるなどした移民制度を制定しています。

 人口増加を背景とした内需拡大などを原動力としてオースト
ラリアの実質GDP（国内総生産）成長率は、1992年以降
2016年まで25年連続でプラス成長を達成しています。

※2017年以降はIMF（国際通貨基金）予測値
※出所：IMF “World Economic Outlook Database, April 2017”

を基にアセットマネジネントOneが作成。

（%）

（年）

IMF
予測値

長期にわたるプラス成長

1992年～2020年（年次）

産業構造は内需中心の構成堅調な企業マインド

安定的な人口増加

2011年8月～2017年4月（月次）（%）

2015年～2050年（%）

2015/2016年度

~主要国の予想人口増減率~ ~各国実質GDP成長率の推移~

~NAB企業景況感指数の推移~ ~オーストラリアの実質GDP産業別構成比~

経済成長を意識したさま
ざまな制度があることも
長い期間にわたってプラ
ス成長が続いている要因
と考えられます。

※2015年・2050年の数値ともに国際連合の中位推計による予測
※出所：国際連合 “World Population Prospects, The 2015 

Revision ”を基にアセットマネジネントOneが作成。

※NAB企業景況感指数は、ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）
が国内企業数百社を対象に景況感を調査・集計したものです。

出所：ブルームバーグが提供するデータを基にアセットマネジメントOneが作成。
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）
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※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

【指数の著作権等】■東証REIT指数は、株式会社東京証券取引所((株)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、(株)東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、(株)東京証券取
引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ■Standard & Poor‘s®並びにS&P®は、スタンダード＆プアーズ・ファイナ
ンシャル・サービシーズLLC（以下「S&P」）の登録商標です。Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録
商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、アセットマネジメントOne株式会社に対しては特定の目的のために使用する
サブライセンスが与えられています。S&P/ASX200指数、S&P/ASX200各業種別指数、S&P/ASX A-REIT200指数、数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが
所有しており、アセットマネジメントOne株式会社に対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびその関連会
社は、アセットマネジメントOne株式会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性についていかなる表明をするものではありません。
■MSCIワールド・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、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。 ■シティ豪州国債インデックス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。 ■“FTSE”及び“FTSE®”は、ロンドン証券取引所（London Stock Exchange Plc）並びにフィナンシャル・タイ
ムズ社（The Financial Times Limited）の商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使用しています。FTSE NAREITオール・エクイティ・REIT・インデックス（以下、
本指数）は、FTSEの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パートナー会社に与えられています。
FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延ま
たは中断に対し、一切責任を負いません。 ■Thomson Reuters/JefferiesCRB指数の著作権、知的所有権その他一切の権利は、Thomson Reuters及び
JefferiesFinancial Products.LLCに帰属します。 ■NAB企業信頼感指数はナショナルオーストラリア銀行が発表する指数です。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）

 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

○

○

○ 毎月13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。

・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。

○ 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。

○ 株価変動リスク　………
○ リートの　　……………

価格変動リスク

○ 為替リスク　　…………

○ 金利リスク　　…………

○ 流動性リスク　………

○ 信用リスク　　………… ファンドが実質的に投資する株式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、投資した資産の価格が下落した
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。

各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「お客様にご負担いただく費用について」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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。
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。
ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為
替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。

一般的に金利が上昇するとリートの価格は下落します。ファンドは、実質的に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。
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。

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、下記の主な変動要因により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことが
あります。各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異なります。

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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）

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)

・ファンドは「LM・豪州インカム資産ファンド（適格機関投資家専用）」※および「DIAM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・
ファンズ方式により運用を行います。

株式および不動産投資信託等の実質的な運用は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。

主としてオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託（リート）等に実質的な投資を行います。

※「LM・豪州インカム資産ファンド（適格機関投資家専用）」は、「LM・豪州インカム資産マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式に
より運用を行います。
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※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

収益分配金に関する留意事項

前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

※上図はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

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。

投資信託で分配金が

支払われるイメージ

投資信託の純資産

分配金

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。

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、
分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分 配 準 備 積 立 金：期中収益（①+②）のうち、当期の分配金として支払われず信託財産内に留保された部分をいい、次期以降の分配対象額となります。
収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において、追加設定により既存投資者の分配対象額が減らないよう調整するために設けられた勘定です。

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。

普通分配金

投資者の
購入価額

（当初個別
元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金
支払後

基準価額

個別元本

投資者の
購入価額

（当初個別
元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金
支払後

基準価額

個別元本

*500円
（③＋④）

10,500円

*50円

*450円
（③＋④）

期中収益
（①＋②）
50円

10,550円

10,450円

前期決算日 当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

*分配対象額
500円

*50円を
取崩し

*分配対象額
450円

*500円
（③＋④）

10,500円

*80円
*420円
（③＋④）

10,400円

10,300円

前期決算日 当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

*分配対象額
500円

*80円を
取崩し

*分配対象額
420円

配当等収益
①20円

100円

分
配
金

100円

分
配
金

※元本払戻金（特別分配
金）は実質的に元本の一
部払戻しとみなされ、その金
額だけ個別元本が減少しま
す。また、元本払戻金（特
別分配金）部分は非課税
扱いとなります。

分配金と基準価額の関係（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

普 通 分 配 金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元 本 払 戻 金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
(特別分配金)

（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。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）



8/9

米国割安株ファンド（愛称：ザ・バリューハンター）ファンド通信ファンド通信

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）

2020年11月13日までです。（設定日：2015年6月30日）

●購入時

※くわしくは販売会社にお問い合わせください。
●換金時

※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託（リート）の費用は表示しておりません。

ありません。換金手数料

スイッチング 販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。

スイッチングの際には、税金および各販売会社が定める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。

スイッチングとは、すでに保有しているファンドを換金すると同時に他のファンドの購入の申込みを行うことをいい、ファンドの換金代金が購入代金に充
当されます。

※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。

購入価額に3.24％（税抜3.00％）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

原則として、分配時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。
課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

お客様にご負担いただく費用について(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)
※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。

以下の手数料等の合計額等については、保有期間など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。

購入時手数料

その他費用・手数料

信託財産留保額
●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）

組入有価証券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、監査費用、外国での資産の保管等に要する諸費用等が信託財
産から支払われます。（その他費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができませ
ん。）

ありません。

実質的な運用管理費用（信託報酬）：信託財産の純資産総額に対して年率1.782％（税抜1.65％）（概算）
・ファンド：信託財産の純資産総額に対して年率1.188％（税抜1.10％）
・投資先国内投資信託：
　LM・豪州インカム資産ファンド（適格機関投資家専用）の純資産総額に対して年率0.594％（税抜0.55％）
　ＤＩＡＭマネーマーケットマザーファンド：ありません。

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

原則として毎月13日（休業日の場合は翌営業日）決算日

信託期間

※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。

※「分配金自動けいぞく投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額が再投資されます。

ファンドが主要投資対象とするLM・豪州インカム資産ファンド（適格機関投資家専用）が存続しないこととなった場合は、信託契約を解約し、当
該信託を終了します。
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、当該信託を終了する場合があります。

繰上償還

②各ファンドにおいて受益権口数が20億口を下回ることとなった場合

収益分配

③やむを得ない事情が発生した場合

①信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合

年12回、毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。

換金代金 原則として換金のお申込日より起算して7営業日目から支払います。
申込締切時間 原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。

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場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

購入・換金不可日

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。

お申込日またはお申込日の翌営業日が海外休業日（オーストラリア証券取引所、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日に該当
する日）の場合には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

換金のお申込日の翌営業日の基準価額とします。

購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額とします。
各販売会社が定める単位（当初元本：1口＝1円）

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)
購入単位

購入代金 お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに購入代金を販売会社に支払うものとします。
換金単位 各販売会社が定める単位

換金価額
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170515JS313970ファンド通信

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月）

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

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）

○印は協会への加入を意味します。 2017年5月15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）

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。

○ 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。

当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれ
ておりません。

ファンドは、実質的に株式、不動産投信（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かか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、購入金額について元本保証および利回り保証
のいずれもありません。

◆委託会社および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

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＞株式会社りそな銀行
＜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/ 

商号 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

株式会社りそな銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第3号 ○ ○
株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第593号 ○ ○
株式会社近畿大阪銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第7号 ○


