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※巻末の当資料のご利用にあたっての注意事項を必ずお読みください。
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分配金再投資基準価額：左軸

基準価額：左軸

（円）

分配金：右軸

（円）

平素は、「みずほブラックロック アジア債券ファンド」（以下、「当ファンド」という場合があります。）をご愛顧いただき、
厚く御礼申し上げます。
この度、当ファンドは2017年1月16日に第52期決算を迎え、分配金を40円（第51期：100円）といたしまし

たのでご報告申し上げます。
今後ともパフォーマンスの向上を目指してまいりますので、引き続きのお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い

申し上げます。

第52期決算の分配金（1万口当たり、税引前）について

みずほブラックロック アジア債券ファンド

第52期
（2017年1月）

40円
（前期比－60円）

基準価額（分配金落ち後）9,707円

【基準価額および分配金の推移】
2012年9月26日（当ファンド設定日の前営業日）～2017年1月16日

出所：アセットマネジメントOne
※上記は、当ファンドの過去の一定期間における実績を示したものであり、将来における運用成果や収益分配を示唆、保証するものではありません。分配金額

は、 委託会社が収益分配方針に基づいて決定します。ただし、収益分配を行わない場合もあります。

※当ファンド設定日の前営業日の当初元本（1万口につき1万円）を起点とする推移。
※基準価額および分配金再投資基準価額は、運用管理費用（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）をファンドに再投資したものと仮定して算出した収益率”に基づく当

ファンドの1万口当たりの基準価額を表します。一方、基準価額は、こうした修正を一切加えていない実際の1万口当たりの基準価額です。（投資信託は、
収益分配があった場合に、その分だけ基準価額が下がる仕組みになっています。）

13,684

9,707

ファンド通信ファンド通信

追加型投信／海外／債券

販売用資料
2017年1月16日
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※巻末の当資料のご利用にあたっての注意事項を必ずお読みください。

ファンド通信ファンド通信

①配当等収益（費用控除後）
投資信託が保有する信託財産からの利子や配当金を合計したもので
す。費用控除後の配当等収益は分配金の原資の一部となります。費
用（信託報酬、監査費用等）は、配当等収益と有価証券売買益
から按分控除されます。有価証券売買損益がマイナスの場合は、配
当等収益からのみ控除されます。

②有価証券売買等損益
（費用控除後、繰越欠損金補填後）

追加型株式投資信託の場合、組み入れた有価証券を売買して得た
損益（実現損益）に、期末の評価替えに伴う時価評価額と購入金
額との差額（評価上の損益）を加えたものです。有価証券売買等
損益には、売買による実現損益のほかに評価損益も含まれます。有
価証券売買等損益がマイナスの場合は期末に繰越欠損金として計上
され、プラスの場合は前期までの繰越欠損金を補填し、収益分配金
支払い後、分配準備積立金に積み立てられます。

③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。

④分配準備積立金
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。

⑤分配可能額
当期決算で収益分配金に充てることができる分配可能原資のことをい
います。

⑥収益分配金額
投資信託から直接還元される金額のことです。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。収
益分配金の額は基準価額の水準、市況動向および分配可能原資を
勘案し、総合的な判断に基づいて委託会社が決定します。

【分配金の計算過程（１万口当たり、単位：円）】

出所：アセットマネジメントOne
※小数点以下を切り捨てているため、①～④の各項目の合計と⑤分配可能額（分配金支払い前）が一致しない場合があります。
※上記の表において、有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）の数値が「－」となっているものについては、有価証券売買等損益がマイナスもしくはプ

ラスであったが全額が繰越欠損金に充てられたため、分配金原資が発生しなかったことを表しています。
※上記は、当ファンドの過去の一定期間における実績を示したものであり、将来における運用成果を示唆、保証するものではありません。
※第49期～第54期（2016/10～2017/3）における当ファンドの損益の状況（運用報告書）は、2017年5月頃に当社ホームページに掲載いたします。また、運用

報告書（全体版）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。
※当資料作成時点においては、当作成期間に係る当ファンドの監査は終了しておりません。

当期収益から
分配に使用できる額

当期までに積立てた分
配可能原資

当期分配できる額

当期の収益分配金

+

分配金の計算過程について

当ファンドでは、投資対象資産から得られる毎期の配当等収益（費用控除後）や有価証券売買等損益
（費用控除後、繰越欠損金補填後）に加え、収益調整金や信託財産内に留保された分配準備積立金
（下表①～④、以下同じ）を活用し、収益分配金をお支払いしています。今般、期中の収益を中心とした分
配金に引き下げ、期中の収益以外からの分配金に相当する額を信託財産内に留保することといたしました。

第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期
（2016/8） （2016/9） （2016/10） （2016/11） （2016/12） （2017/1）

① 配当等収益（費用控除後） 17 15 27 18 34 20

② 有価証券売買等損益
（費用控除後、繰越欠損金補填後）

－ － － － － －

③ 収益調整金 1,357 1,274 1,229 1,156 1,075 1,010

④ 分配準備積立金 39 39 0 0 0 0

⑤ 1,413 1,329 1,257 1,175 1,110 1,030

⑥ 収益分配金額 100 100 100 100 100 40

分配可能額（分配金支払い前）
＝①+②+③+④
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ファンド通信ファンド通信

アジア諸国・地域（日本を除きます。以下同じ。）の現地通貨建て債券に実質的に投資を行い、安定した収
益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

１．主としてアジア諸国・地域の政府、政府機関、国際機関、企業が発行する現地通貨建て
債券に投資を行います。

◆アジア諸国・地域の現地通貨建て債券への投資は、リスク管理を重視したファンダメンタル運用により行います。

◆収益源泉の多様化のため、ハイイールド債（ＢＢ格相当以下の格付けを付与された債券）や米ドル建て、
ユーロ建ての債券などにも投資する場合があります。
※現地通貨建て以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的に債券の発行体（アジア諸国・地域）の現地通貨建て

となるように為替取引を行います。なお、現地通貨建て債券と同等の投資成果が得られると考えられる証券および派生商品
（デリバティブ）に投資を行う場合があります。

◆外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
※投資対象国の金利や為替見通しに応じて、為替取引を活用し、実質的な通貨配分を調整する場合があります。

◆米ドル建ての「アジアン・ローカル・ボンド・ファンド*１」クラスＸ６外国投資証券への投資を通じたファンド･オブ･
ファンズ方式により運用を行います。
※当該外国投資証券のほか、米ドル建て投資適格債（ＢＢＢ格相当以上の格付けを付与された債券）を主要投資対象とす

る米ドル建ての「ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド*2」のクラスＡ２外国投資証券またはクラスＸ２外国投資証
券のいずれか一方に投資を行うことを基本とします。

＊1 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ - アジアン・ローカル・ボンド・ファンド」です。
＊2 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ - ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」です。

２．ブラックロック・グループが運用を行います。
◆当ファンドの運用指図（円の余資運用の指図を除きます。）に関する権限をブラックロック・ジャパン株式会

社に委託します。
◆ 投資対象ファンドの運用は、ブラックロック・グループの各運用拠点の債券運用チームが行います。

▶ 「アジアン・ローカル・ボンド・ファンド」の運用は、主にシンガポール拠点が中心となりポートフォリオ構築およ
び銘柄選択といった債券運用を行い、通貨配分はシンガポール拠点ならびに香港拠点が行います。

▶ 「ＵＳダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」の債券運用は、米国拠点が行います。

３．毎月16日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益分配を行うことを目指します。
分配方針

◆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、配当等収益の水準、基準価額の水準および市況動向等を勘案し、委託会社が決定します。
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。

◆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。
※将来の収益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。

ファンドの特色

市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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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

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（特別分配金）：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。
（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。

〔収益分配金に関する留意事項〕

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）
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※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「デリバティブ取引にかかるリスク」、「流動性リスク」 などがあ
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、当ファンド
が実質的に投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンド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

当ファンドでは、原則として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、
当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行いますので、価格
は為替変動の影響を受けます。

信用リスク

当ファンドが実質的に投資する公社債等の発行体が、財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金をあら
かじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはその可能性が高まった場合には、当ファンドの基準価額
が下落する要因となります。

カントリーリスク

当ファンド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、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
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて実質的に公社債などの値動きのある証券等（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。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。

その他の留意点
◆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。

◆投資対象ファンドは合同運用を行うため、それに伴う影響を受ける場合があります。また、投資対象ファンドを通じて
各国の有価証券等に投資を行う場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、各国での源泉税率
が高くなるなど税制が相対的に不利になることがあります。

◆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。
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購入・換金の
お申込み

販売会社・委託会社の休業日および購入・換金申込不可日を除き、原則として、いつでもお申し込
みになれます。

購入・換金
申込不可日

申込日がルクセンブルグの銀行の休業日、ルクセンブルグ証券取引所の休業日または12月24日のい
ずれかにあたる場合

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。分配金再投資
コースの収益分配金は、決算日の基準価額で再投資されます。）

換金単位 1万口単位または1口単位
※換金単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、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 換金請求受付日の翌営業日の基準価額

換金代金 換金請求受付日から起算して、原則として7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および当ファンドが主要投資対象とする「アジアン・ローカル・ボンド・
ファンド（クラスX6）」の換金請求の受付けの停止・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、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 2019年9月16日まで（2012年9月27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16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。
※「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの購入方法があります。ただし、販売会社に

よっては、どちらか一方のコース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「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。

お申込みメモ <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。>
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お客さまにご負担いただく手数料等について
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3.24％（税抜3％）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 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）
当ファンドの投資対象ファンドの中には、運用管理費用がかかるものがありますので、当ファンドの運用管理費用と、当ファンドの投資対象
ファンドの運用管理費用を合計した実質的な運用管理費用は、年率1.6749％程度（税込）*です。

＊USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド（クラスA2）については、運用管理費用が年率0.75％かかるため、当該クラスA2外国投資証券に
投資を行った場合、その組入比率の上限で勘案すると0.0225％程度の負担となり、投資者の実質的な運用管理費用は当ファンド全体で年率
1.6749％程度（税込）となります。なお、USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド（クラスA2）を除く投資対象ファンドの運用管理費用相
当額は、下記のブラックロック・ジャパンが受け取る当ファンドの外部委託契約にかかる報酬より支払われるため、投資者の実質的な追加負担はありま
せん。また、組入比率の上限が見直された場合等には、上記の率を実質的に超える場合があります。

＊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。
◆ブラックロック・ジャパンが受け取る当ファンドの外部委託契約にかかる報酬の額は、円の余資以外の運用の対価等として、日々、当ファンドの信託財

産に属する投資対象ファンド（USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド（クラスA2）を除きます。）の時価総額の合計額に年0.54％（税
抜0.50％）の率を乗じて計算される金額とし、委託会社の受け取る運用管理費用から支払期日毎に支払われます。
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。

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

項目 費用の額・料率 費用の概要

当ファンド 年率1.6524％
（税抜1.53％）

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0.85％ 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0.65％ 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0.03％ 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
投資対象ファンド 年率0.0225％程度 投資対象ファンドの信託財産の運用、管理等の対価

実質的な運用管理費用 年率1.6749％程度
（税込）* －
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加入している金融商品取引業協会を○で示しています。

※上記の表は、アセットマネジメントOne株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から、細心の注意を払い作成したものですが、その正確性、完全
性を保証するものではありません。

※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。

 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。

 当資料は、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。

 当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。

 当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。

ファンドの委託会社およびその他の関係法人の概況

■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・管理等を行います。

当ファンドをお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお
受け取りになり、投資信託説明書（交付目論見書）の内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が当ファンドへの投資に関
してご判断ください。

当資料のご利用にあたっての注意事項

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○
髙木証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第20号 ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○
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 ○ ○ ○
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 ○ ○ ○

一般社団法人
第二種
金融商品

取引業協会

 ■　販　売　会　社 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
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