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分配金に関するお知らせ 
 平素は、「リスク抑制世界8資産バランスファンド（愛称：しあわせの一歩）」をご愛顧賜り、厚く御礼
申し上げます。 
 さて、「しあわせの一歩」は、2017年3月13日に決算を迎え、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、
分配金額（1万口当たり、税引前）を5円に決定いたしましたので、お知らせいたします。 
 また、設定来の当ファンドパフォーマンス等についてもご報告させていただきますので、ご一読頂けると
幸いです。今後とも、「しあわせの一歩」をご愛顧賜りますよう宜しくお願いします。 

分配金と基準価額（2017年3月13日） 

設定来の運用実績 

5円 分配金（税引前） 

基準価額と純資産残高の推移 

（設定日：2016年10月24日） 
※期間：2016年10月21日～2017年3月13日（日次） 
※ 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。 
※ 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束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。 
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＊資金動向、市況動向等によっては、予告なく運用方針が変わる場合があります。 

（設定日：2016年10月24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]ｘ（当日基準価額÷前日基準価額） 

※基準価額は設定日前日を10,000円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。 

基準価額[分配金再投資] 

配分比率 

日米株式市場 

安定資産 
国内債券、為替ヘッジ先進国債券 

リスク性資産 
新興国債券、国内株式、先進国株式、新興国株式、 
国内リート、先進国リート 
※上記は当ファンドにおける定義です。 
 
【各資産について】 
国内債券：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド 
為替ヘッジ先進国債券：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 
新興国債券：エマージング債券パッシブ・マザーファンド 
国内株式：国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・     

マザーファンド 
先進国株式：外国株式パッシブ・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 
国内リート：J-REITインデックスファンド・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、次ページ以降も同様） 

※左記指数は2016年10月21日を100として指数化しています。 
※左記指数は、金融市場に影響を与える出来事が日米の株式市

場にどのような影響を与えたかをわかりやすく示すために載
せているものであり、当ファンドのベンチマークではありま
せん。 

 「しあわせの一歩」は、2016年10月24日に設定しました。その後に行われた米大統領選で、共和党候補トラン
プ氏が予想外に勝利したことによる「トランプ・ショック」に見舞われ、多くの国のマーケットが一時急落するな
か、「しあわせの一歩」は事前にポートフォリオを見直して、大きな下落を避けることができました。 
 2017年に入り、新興国株式市場では製造業PMIなど中国の経済指標の改善や、米ドルが下落し新興国からの資
金流出の緩和などを背景に、中南米を中心に多くの国で上昇しました。一方、先進国債券市場における利回り上昇
の一服に加え、国内債券市場において日銀が実施した国債買い入れオペで予想外に中期国債が対象から外されたこ
とが嫌気され、基準価額にマイナス寄与しました。 
 2月は、先進国株式、先進国リートへの配分を引き上げました。先進国の株式とリート市場は、長期債利回りの
低下やトランプ政策への期待が下支えとなり、堅調に推移し基準価額にプラス寄与しました。 
 「しあわせの一歩」は、資産価格の変動要因に着目した上で、市場環境に応じて組入資産を機動的に変更し運用
した結果、設定から3月13日までの基準価額の変動リスクは、2.2％となりました。今後も、「徹底して分散にこ
だわること」と「大きく負けないこと」を目指すという運用哲学のもと、みなさまに安定した収益をご提供できる
よう精一杯運用に努めてまいります。 

「しあわせの一歩」の運用状況（設定来～2017年3月13日） 

トランプ・ショック 
（2016年10月31日

～11月9日） 

※当ページのグラフの期間は、いずれも2016年10月21日～2017年3月13日（日次） 
※上記はいずれも過去の実績および情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

（年/月/日） 
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称：しあわせの一歩 

2017年1月末 2017年2月末 左記期間中の変化幅 要因分析＊
国内債券 35.0% 29.0% -6.0% 8円

為替ヘッジ先進国債券 32.0% 25.0% -7.0% 28円
国内株式 2.5% 5.0% 2.5% -1円

先進国株式 3.5% 9.0% 5.5% 2円
国内リート 3.5% 4.0% 0.5% -3円

先進国リート 8.0% 6.0% -2.0% 27円
新興国債券 2.5% 7.0% 4.5% 0円
新興国株式 0.1% 3.0% 2.9% 2円

12.9% 12.0% -1.0% -
- - - 24円
- - - -5円
- - - 0円
- - - 81円

その他
信託報酬等

現金等

分配金

各マザーファンドの組入比率

安定資産

リスク性
資産

合計

2017年1月末 2017年2月末 左記期間中の騰落額
9,905円 9,986円 81円ファンドの基準価額

国内株式 先進国株式 新興国株式 国内リート 先進国リート 国内債券 先進国債券 新興国債券 当ファンド
2016/10/31 1,983 815,913 200,877 3,269 828 384 104,234 83,900 9,947
2016/11/9 1,852 827,615 196,085 3,212 805 385 103,900 83,524 9,896

騰落率 -6.59% 1.43% -2.39% -1.76% -2.87% 0.24% -0.32% -0.45% -0.51%

市況動向 2017年1月末 2017年2月末 騰落率（変動幅※）
東証株価指数 1521.67 1535.32 0.90%

S&P 500種指数 2278.87 2363.64 3.72%
日本10年国債利回り 0.09% 0.06% -0.03%
米国10年国債利回り 2.45% 2.39% -0.06%

米ドル（対円） 112.8 112.77 -0.03%
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配分比率変更の推移 

 2016年11月8日（米国時間）に、米国で大統領選挙が実施され、日本時間11月9日午後にドナルド・トラ
ンプ候補の優勢が各種報道で伝えられると、予想外の結果に日本株は大きく下落しました。新興国株式や国
内外のリートでも「トランプ・ショック」は広がり、動揺を隠せない展開となりました。  
 投資対象の先進国株式に米国株式が含まれ、直接的な「大統領選挙要因」を保有しているほか、先進国
リートや新興国債券等も「大統領選挙要因」に影響されやすい環境下にあることが、事前のデータ分析に現
われていました。それによって、ポートフォリオの見直しを11月4日に行い、9日の急落の影響を軽減するこ
とができました。 

2016年10月31日 2016年11月9日 

現金等

7.5%

安定資産

64.0%

リスク性資産

28.5% 現金等

33.6%
安定資産

53.7%

リスク性資産

12.7%

トランプ氏、米国大統領に選出（2016年10月31日～11月9日） 

※比率は純資産総額に対する割合です。 
※端数処理の関係で合計が100%とならない場合があります。 

【各資産の代表的な指数の騰落率】 

【ご参考】市況動向と各マザーファンドの組入比率の比較 
基準価額の要因分析（2017年1月末と2月末） 

＊ 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。 

※日本10年国債利回りと米国10年国債利回りは変動幅です。 

※上記はいずれも過去の実績および情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

※指数の詳細については巻末をご覧ください。 
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　　　　　　　　　　　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)

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

○ 国内外の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざします。

○ 基準価額の変動リスク
(※1)

を年率2％程度
（※2）

に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざします。

○

○ 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。

　　　　　　　　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）

○ 資産配分リスク……………

○ 株価変動リスク……………

○ 金利リスク…………………

○ リートの価格変動リスク……

○ 為替リスク…………………

○ 信用リスク…………………

○ 流動性リスク………………

○ カントリーリスク……………

・実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジ
(※3)

を行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図ります。

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。

年6回の決算時（毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各11日（休業日の場合は翌営業日））に、利子・配当金などを基礎として、安定的な

分配を行うことをめざします。なお、基準価額の水準により、値上がり益からも分配することがあります。

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。

(※1)基準価額の変動の大きさを表し、この値が小さいほど、基準価額の変動が小さいことを意味します。

当ファンドは、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。

当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。

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。当ファンドは、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。

当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。

当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。為替ヘッジを行わない場

合、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。

為替ヘッジを行う場合、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、実質組入通貨の直接ヘッジのほか、先進国通貨を用いた代替ヘッジを

行う場合があり、その場合、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、円と当該代替通貨と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。

当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、当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。

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。

当ファンドは、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。

当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。当ファンドは短期金融資産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。

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。

※ 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)国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・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、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・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、エマージング債券パッシブ・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

(※3)一部の実質組入外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が高いと判断する通貨を用いて、円に対する為替ヘッジを

行う「代替ヘッジ」を行うことがあります。為替ヘッジにより、実質組入外貨建資産の為替リスクの軽減を図ります。

※ 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。

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。 当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。

(※2)上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれを約束するものではありません。

また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率2％程度の収益を目標とすることを意味するもので

はありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。

・主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）の8資産にマザーファンド
(※1)

を通じて実質的に投資します
(※2)

。

・基本配分戦略に基づき、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比

率を決定します。

(※2)有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ETF）へ直接投資する場合もあります。
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※巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 
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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。

○

○

○

当資料のお取扱いについてのご注意

○ 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。

○

投資信託は、

○

○ 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。

○ 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。

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。

当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（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。

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。

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。

当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。

◆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

＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社
＜販売会社＞株式会社ゆうちょ銀行

◆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/
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【指数の著作権等】東証株価指数（TOPIX）、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。なお、本商品は、㈱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、㈱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。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。MSCIコクサイ･インデックス、MSCIエマージング・マーケット・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・インデックスLLCに帰属します。JPモルガ
ン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス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。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。 

170313JS313870 

【P3に使用する指数】国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、先進国株式：MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、新
興国株式：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、国内リート：東証REIT指数（配当込み）、先進国リート：
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、為替ヘッジなし）、国内債券：NOMURA-BPI総合、先進国債券：シティ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）、新興国債券：JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース、為替ヘッジなし） 


