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Jインカム 国内株式 外国株式 外国リート 米国リート

Jインカム 1 0.47 0.26 0.32 0.32

国内株式 0.47 1 0.59 0.50 0.48

外国株式 0.26 0.59 1 0.81 0.75

外国リート 0.32 0.50 0.81 1 0.97

米国リート 0.32 0.48 0.75 0.97 1

国内債券 0.16 -0.14 -0.15 -0.04 -0.01

外国債券 0.21 0.44 0.64 0.63 0.56

6資産バランス 0.60 0.82 0.86 0.84 0.80

相関係数の色分け

0.3未満

0.3以上0.7未満

0.7以上

◇良好なファンダメンタルズ   ：現在の日銀の低金利政策やオフィス空室率低下などの不動産 
                 市況の改善に関してはJリートにとって有利な環境といえます。 
◇2020年東京オリンピックの開催 ：インフラ整備や都市開発の進展などを背景とした不動産価値 
                 の上昇により、Ｊリート市場の拡大・活性化が期待されます。 
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※最終ページの「本資料の注意事項」をご確認ください。 

－「相関係数」を使って分散投資に技ありの一手を！ － 

投資信託の「合わせ持ち」の相性を考える 

◆ リスクを抑えて安定的な資産運用をするコツの一つとして分散投資が挙げられます。 

◆ 分散投資の組み合せを決める際には、各資産の相関性を見ることが一つの参考となります。 

◆ 各資産のリターンの相関係数を小さくすることで、投資資産全体の価格変動リスクの軽減効果が期待できます。 

 【 Ｊインカムと各資産の相関係数表 】 

＜ ポイントを解説 ＞ 

 上の表を見みると、Ｊインカムの相関係数は株式・リートの中で総合的にみて小さいことが分かります。特に、
同じリートである外国・米国リートや6資産バランスとの相関係数が比較的小さいことは注目ポイントといえるで
しょう。このように、Ｊインカムは様々な資産と合わせ持ちすることで、相応の価格変動リスクの軽減効果が期
待できると考えられます。Ｊインカムは、個別資産の投資先としてだけでなく、投資資産全体のリスクを軽減さ
せるために合わせ持つ資産としても注目できるのではないでしょうか。 

ココに 

注目 
!! 

相関係数とは複数の資産のリターンの関連性を示す尺度のことをいい、下のような関連性があります。相関係数が小さいこと
は、分散投資の効果として投資資産全体の価格変動のブレが小さくなる、つまり価格変動リスクの軽減効果を表します。 
 

 [ 相関係数表の見方 ]  

ここでは、相対的にリスク軽減メリットが大きい比較的リスクの高い株式やリートとの合わせ持ちを考えてみま
しょう。下の表は、Ｊインカムを含むリート、株式について、様々な資産との相関係数をまとめたものです。 

相関係数：  -1             0           1  （相関係数は、０を中心に-１～1の数値で表されます） 
逆の動き      関連性がない      同じ動き 

ご参考：Ｊリートの注目ポイント  

比較資産 
組合せ資産 

出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
※期間：2014年3月31日～2017年3月31日（日次）（外国資産の指数については前営業日データを使用）※相関係数の算出には分配金再
投資（税引前）の基準価額や各指数を基にした日次リターンを使用しています。※6資産バランスとは国内株式、国内債券、国内リート、外
国株式、外国債券、外国リートの各指数に均等割合で投資した合成指数を言います。また、各資産の指数については4ページの「本資料で使
用している指数について」をご確認ください。 
※上記は、将来における運用成果等を示唆、保証するものではありません。 
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MHAM Jリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：Jインカム 

ファンドの目的 

わが国の金融商品取引所に上場（これに準じる場合を含みます。以下同じ。）している不動産投資信託証券に投資
を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 

Ⅰ わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券（以下「Jリート」ということ
があります。）を主要投資対象とします。 

■ 東証REIT指数（配当込み）※を運用上のベンチマークとします。 
 
※東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場しているリート（REIT：不動産投資信託）全銘柄を対象とした浮動時価
総額加重型の指数で、「配当込み指数」の算出にあたっては、配当金の権利落ちによる市場価格の調整が考慮され  
ます。 

 
■ Jリートへの投資比率は、原則として高位を維持します。 
 
■ 「国内リートマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。 

ファンドの特色 

Ⅱ 不動産市況およびJリート個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得
を追求します。 

ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマ
ザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 

ファミリーファンド方式について 

投資者 

MHAM 
Jリート 

アクティブ 
ファンド 

（毎月決算型） 

国内リート 
マザーファンド 

わが国の 
金融商品取引所 

上場の不動産 
投資信託証券 

不動産等 

収益分配金 
一部解約金等 

お申込金 投資 

損益 

投資 

損益 

投資 

賃貸料 
収入等 

■ みずほ信託銀行と投資助言契約を締結し、同社より提供される不動産市況およびJリートが投資する個別不
動産の調査・分析情報を銘柄選択に活用します。 

ベビーファンド マザーファンド 主要投資対象 投資先 

Ⅳ 原則として毎月分配を目指します。 

■ 毎月5日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、原則として配当等収益等を中心に安定した収益分配を継
続的に行うことを目指します。 

 
■ 毎年3月、6月、9月および12月の決算時には、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額のほか、値
上がり益などを加えて分配する場合があります。 
 
・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。 
・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き運用を行います。 

 
※「原則として、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用に  
よる収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。
また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。 

※将来の収益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。 

Jリートの調査・分析においては、不動産業務に関する高度な専門性・ノウハウを有する  
｢みずほ信託銀行｣から提供される情報を活用します。 

Ⅲ 

※最終ページの「本資料の注意事項」をご確認ください。 



ファンド通信 MHAM Jリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：Jインカム 

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。 

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
（特別分配金） だけ減少します。 

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） 

収益分配金に関する留意事項 

3 

（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）の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税
金」をご参照ください。 

※最終ページの「本資料の注意事項」をご確認ください。 
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MHAM Jリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：Jインカム 

当ファンドは、不動産投資信託証券などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動しま

す。したがって、投資者の皆さまの投資元金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、

投資元金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。 

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Jリートの市場価格は、市場における需給関係（売り注文と買い

注文のバランス）により変動します。Jリート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。なお、Jリートの需給関係は、経済、不動

産市況、金利、Jリートの発行体の財務状況や収益状況、Jリートの保有不動産とその状

況など様々な要因により変化します。 

流動性リスク 
当ファンドが投資するJリートの流動性が損なわれた場合には、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。 

※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「リートにより支払われる配当金の変動リス

ク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「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。 

○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり 

ません。 

○Jリートに関する法律（税制、会計基準等）および不動産を取り巻く規制（建築規制、環境規制等）が変更に 

なった場合等には、Jリートの価格や配当に影響を与える可能性があります。 

○当ファンドは、換金の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、換金請求の受付け

を中止すること、およびすでに受け付けた換金請求の受付けを取り消すことがあります。 

基準価額の変動要因 

その他の留意点 

【本資料で使用している指数について】 

【国内株式】東証株価指数（TOPIX）（配当込み）【国内債券】NOMURA-BPI総合【国内リート】東証REIT指数（配当込み）【外国株

式】MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）【外国債券】シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

【外国リート】S&P先進国REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み） 【米国リート】FTSE NAREIT All Equity REITs 

インデックス（円換算ベース） 

【指数の著作権等】 

■シティ世界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・グローバル・マーケッツ・インクに帰

属します。■MSCIコクサイ･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。■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。■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、対象インデックスの正確性、完全性、信

頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

■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先進国REITインデックスは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。 ■ FTSE®は、London Stock Exchange PlcおよびThe 

Financial Times Limitedの登録商標であり、許諾のもとにFTSEにより使用されます。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスに

おける全ての権利はFTSEに帰属します。FTSEは、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスまたはその基となるデータにおけるあ

らゆる誤びゅうまたは欠落に関して一切の責任を負いません。 

※最終ページの「本資料の注意事項」をご確認ください。 
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MHAM Jリートアクティブファンド（毎月決算型）愛称：Jインカム 

購入・換金のお申込み 販売会社・委託会社の休業日を除き、原則として、いつでもお申し込みになれます。 

購入単位 
販売会社が別に定める単位 

※詳細は販売会社までお問い合わせください。 

購入価額 購入申込日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。） 

換金単位 
1万口単位または1口単位 

※販売会社によっては換金単位を別に設定する場合があります。 

換金価額 換金請求受付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 換金請求受付日から起算して、原則として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時までに販売会社の事務手続きが完了したものを当日分のお申込

みとします。 

※なお、上記の時間以前にお申込みが締め切られる場合があります。 

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金請求には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 

換金の請求金額が多額な場合の換金のお申込み、信託財産の効率的な運用または投資者に

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、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある場合の購入・換金の

お申込みについては、お申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けたお申込

みの受付けを取り消すことがあります。 

信託期間 2023年5月2日まで（2013年7月26日設定） 

繰上償還 
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等には、信託

を終了（繰上償還）させることがあります。 

決算日 毎月5日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 

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。 

※販売会社によっては、分配金の再投資が可能です。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「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少

額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。 

配当控除および益金不算入制度の適用はありません。 

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。 

<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。> お申込みメモ 

※最終ページの「本資料の注意事項」をご確認ください。 
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購入時 

項目 費用の額・料率 費用の概要 

購入時手数料 
購入価額に対して、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額
とします。 
※手数料率の上限は2.16％（税抜2％）です。 

商品説明、募集・販売
の取扱い事務等の対価 

換金時 

項目 費用の額・料率 費用の概要 

信託財産留保額 
1口につき、換金請求受付日の基準価額に対して、0.3％の率を乗
じて得た額 

－ 

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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の費用・手数料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※上記のような費用・手数料等が投資者の保有期間中、そのつど（監査費用は日々）かかります。 
 ※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ため、あらかじめ当該費
用等（上限額等を含む）を表示することができません。 

 ※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。 

上記手数料等の合計額については、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。 

項目 費用の額・料率 費用の概要 

運用管理費用（総額） 
年率1.08％ 
（税抜 1％） 

運用管理費用＝日々の純資産総額×信託報酬率 
※運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支払われます。 

配
分
（
税
抜
） 

（委託会社） 
年率0.515％ 
～0.430％ 

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0.445％ 
～0.530％ 

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情
報提供等の対価 

（受託会社） 年率0.040％ 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

※運用管理費用の配分（税抜）は、以下の通り純資産総額の残高に応じて変動します。 

主な項目 費用の概要 

信託財産に関する租税 
有価証券の取引のつど発生する有価証券取引税、有価証券の受取配

当金にかかる税、有価証券の譲渡益にかかる税等 

監査費用 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 

信託事務の処理に要する諸費用 事務処理にかかる諸経費 

外国における資産の保管等に要する費用 外国における保管銀行等に支払う有価証券等の保管等に要する費用 

組入有価証券の売買時の売買委託手数料 有価証券等の売買の際、金融商品取引業者等に支払う手数料 

純資産総額 委託会社 販売会社 受託会社 

 100億円未満の部分 0.515％ 0.445％ 0.040％ 

 100億円以上200億円未満の部分 0.490％ 0.470％ 0.040％ 

 200億円以上300億円未満の部分 0.465％ 0.495％ 0.040％ 

 300億円以上の部分 0.430％ 0.530％ 0.040％ 

お客さまにご負担いただく手数料等について 

※最終ページの「本資料の注意事項」をご確認ください。 
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委託会社 アセットマネジメントOne株式会社  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・管理等を行います。 

販売会社 

 
株式会社ゆうちょ銀行 
募集の取扱い、販売、換金請求の受付け、分配金・償還金・換金代金の支払い等を行います。 

投資信託に関する留意事項 
 
○投資信託は預金・貯金ではありません。 
○日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介（金融商品仲介行為）
を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとと
もに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。 

○本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明
書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自身でご判断ください。 

○投資信託説明書（交付目論見書）はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しており
ます。ただし、インターネットのみでお取り扱いをするファンドの投資信託説明書（交付目論見書）は投資信託窓
口にはご用意しておりません。ゆうちょ銀行Webサイトからダウンロードいただくか、投資信託コールセンター
にお電話で、ご請求ください。 

※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。 

本資料の注意事項 
 
○本資料は、アセットマネジメントOne（以下、当社といいます。）が作成した販売用資料であり、法令に基づく開
示書類ではありません。 

○本資料の作成にあたり、当社は、情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性を
保証するものではありません。 

○本資料中の運用状況に関するグラフ、図表、数字および市場環境や運用方針等は、作成時点のものであり、将来の
市場環境の変動、運用成果等を保証するものではなく、また将来予告なしに変更される場合もあります。 

○投資信託は、信託財産に組み入れられた株式・債券・不動産投資信託証券などの価格変動やその発行者にかかる信
用状況などの変化、金利の変動、為替相場の変動などにより、基準価額が下落し投資元金を割り込むことがありま
す。 

○運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 
○投資信託は、預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 
○登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 
○投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。 

ファンドの委託会社およびその他の関係法人の概況 

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 設定・運用は 


