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※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。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型／年２回決算型）

愛称：インフラ・DE・豪（GO）毎月／年２回

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり （毎月決算型／年2回決算型）

愛称：インフラ・DE・豪（GO）為替ヘッジあり毎月／年２回

追加型投信／海外／資産複合

販売用資料
2020年5月13日

各ファンドの運用実績

（年/月/日）

分配金に関するお知らせ

※期間：2015年6月29日（設定日前営業日）～2020年4月23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、税引前の分配金を各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。

※基準価額変動の要因分析は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供されたデータを基にアセットマネジメントOne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。

足もとの運用状況について

（円）

（円）

（年/月/日）

【豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型／年２回決算型）】

年２回決算型

毎月決算型
【ご参考】基準価額変動の要因分析（概算値）

①2020年1月末～2020年2月末
②2020年2月末～2020年3月末
③2019年3月末～2020年3月末

新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響が懸念され、世界の株式市場は大きく下落しました。これ
により、各ファンドとも、2月から3月にかけ、基準価額が大幅に下落しました。
当面、値動きの大きい展開が続く可能性があると想定されますが、新型コロナウイルスの問題が徐々に収束に
向かう中で、大規模な金融・財政政策が豪州景気の回復を後押しするとみています。

【ご参考】基準価額変動の要因分析（概算値）

（単位：円）

（単位：円）

①2020年1月末～2020年2月末
②2020年2月末～2020年3月末
③2019年3月末～2020年3月末

①②

③

① ② ③

株式・リート価格要因 -236 -2,700 -2,108

株式・リート配当要因 47 58 432

為替要因 -173 -732 -1,567

信託報酬等 -16 -69 -244

分配金 -50 -50 -600

合計 -428 -3,493 -4,087

① ② ③

株式・リート価格要因 -295 -3,395 -2,703

株式・リート配当要因 58 72 527

為替要因 -216 -921 -1,932

信託報酬等 -20 -41 -225

分配金 0 0 0

合計 -473 -4,284 -4,334

①②

③

各ファンドとも、2月末、3月末の基準価額は、新型コロナウイルスの感染拡大による経済への影響懸念から主に株式・
リート価格要因がマイナスとなり、前月末に比べ下落しました。また、2019年3月末から2020年3月末の一年間でみても、
株式・リート価格要因が大きくマイナスとなったことで、大幅に基準価額が下落しました。「インフラ・DE・豪（GO）
毎月／年２回」については、豪ドル安・円高が進んだことから、為替要因についても基準価額の大きなマイナス要因とな
りました。

※当資料作成時点において分配実績はありません。
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※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。

（年/月/日）

※期間：2016年8月25日（設定日前営業日）～2020年4月23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、税引前の分配金を各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。

※基準価額変動の要因分析は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供されたデータを基にアセットマネジメントOneが作成したものです。有価証券の
値動き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。その他には、為替
要因（為替ヘッジコスト）等が含まれています。

（円）

（円）

【豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり（毎月決算型／年２回決算型）】

年２回決算型

毎月決算型

各ファンドの運用実績

【ご参考】基準価額変動の要因分析（概算値）

（単位：円）

【ご参考】基準価額変動の要因分析（概算値）

（単位：円）

①2020年1月末～2020年2月末
②2020年2月末～2020年3月末
③2019年3月末～2020年3月末

①2020年1月末～2020年2月末
②2020年2月末～2020年3月末
③2019年3月末～2020年3月末

① ② ③

株式・リート価格要因 -275 -3,296 -2,671

株式・リート配当要因 54 69 486

その他 -6 -8 -190

信託報酬 -16 -15 -200

分配金 -10 -10 -120

合計 -253 -3,260 -2,695

① ② ③

株式・リート価格要因 -283 -3,430 -2,796

株式・リート配当要因 55 72 504

その他 -9 24 -166

信託報酬 -16 -16 -205

分配金 0 0 0

合計 -253 -3,350 -2,662

①②

（年/月/日）

①②

※当資料作成時点において分配実績はありません。 ③

③
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※期間：2019年12月31日～2020年4月23日（日次）
※2019年12月31日を100として指数化。
※豪州株式：S&P/ASX200指数、米国株式：S&P 500種指数、日本株式:
東証株価指数

※全て配当込み、現地通貨ベース。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
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※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。また、上記の見通しなどは作成時点のものであり、将来
の市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。

1月下旬以降、新型コロナウイルスの感染が欧米を中
心に拡大しました。世界的な感染拡大に歯止めがかか
らず、経済活動の停滞が長期化する可能性が市場で意
識され、世界の主要株式市場は下落しました。年初来、
堅調に推移していた豪州の株式・リート市場について
も、投資家のリスク回避姿勢の強まりを受けて、下落
に転じました。

好調な豪州経済指標や企業決算などを受けて株価は
反発する局面もありましたが、新型コロナウイルスの
世界的な感染が急速に拡大し、世界経済の下振れ懸念
が一段と強まると、株価は急落しました。豪州国内で
の感染拡大を受けて、政府が不要不急の国内移動や活
動を制限することを発表したため、国内の経済活動自
体が制限されることへの先行きの不透明感が一段と高
まったことも、株価下落の要因となりました。

3月19日に豪州準備銀行が景気下支えのため、政策
金利を豪州史上最低の0.25％へ引き下げるとともに量
的緩和を決定したことなどを背景に、株価は下げ渋る
展開となりました。主要国が協調的な金融・財政政策
を発表したことで、世界的な株安に一服感が出る中、
豪州政府が大型の景気刺激策を発表したこともプラス
要因となり、株価は回復基調となりました。

足もとの豪州株式・リート市場は、リスク回避姿勢
が和らいだことから一旦反発しましたが、米国などと
比較して株価には若干の出遅れがみられます。また、
豪10年国債利回りが過去最低水準まで低下し、豪州株
式の配当利回りとの差が拡大していることから、豪州
株式への相対的な魅力度が高まっているとみています。

豪州株式・リート市場の動向

【豪米日株式の推移】

※期間：2019年12月31日～2020年4月23日（日次）
※2019年12月31日を100として指数化。
※豪州リート:S&P/ASX A-REIT200指数、米国リート:FTSE NAREITオー
ル・エクイティ・REIT・インデックス、日本リート:東証REIT指数

※全て配当込み、現地通貨ベース。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

（年/月）

【豪米日リートの推移】

（年/月）

【豪ドル対円為替レートの推移】

（年/月）

※期間：2019年12月31日～2020年4月23日（日次）
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

豪ドル安

豪ドル高

（円）

豪ドルの動向

豪ドルについても、新型コロナウイルスの感染拡大
の影響などからリスク回避姿勢が強まり、値動きの大
きな展開が続き、急速に豪ドル安・円高が進みました。
その後、世界的なリスク回避姿勢が和らいだことから、
豪ドル高・円安が進みました。
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※上記は過去の情報、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。また、上記の見通しなどは作成時点の
ものであり、将来の市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。

豪州では、早期に新型コロナウイルス感染抑制のため、厳しい入国制限や社会的隔離政策を進めてきたこと
により、累積感染者数の増加は米国・イタリアと比べて緩やかなペースとなっています。日々の新規感染者数
をみると、3月下旬には450人を超えていましたが足もと減少傾向にあり、4月21日時点では20人程度まで縮
小しています。豪州では新型コロナウイルス問題の早期の収束も視野に入りつつあると考えられます。

豪州政府は、3月30日、新たなコロナ対策支援として雇用維持のための賃金補助金政策を公表しました。今
回の政策は、これまで公表してきた財政刺激策の第一弾（176億豪ドル）や第二弾（661億豪ドル）を大きく
上回る1,300億豪ドル（約8.5兆円）の規模となります。これにより、豪州政府による財政刺激策はトータルで
3,324億豪ドル（約21.6兆円）を超える規模と、豪州GDPの約16.7％にも相当する大型の対策となります。

また、豪州準備銀行は4月7日の定例会合で、政策金利を0.25％で据え置くことを決定し、3月19日の緊急会
合で公表したその他の金融緩和策についても、継続する方針を示しています。

当面の豪州株式・リート市場および豪ドル為替市場については、値動きの大きい展開が続く可能性があると
思われますが、今後は、新型コロナウイルスの問題が徐々に収束に向かう中で、大規模な金融・財政政策が豪
州景気の回復を後押しするとみています。

今後の見通し

※1豪ドル=65円で換算。

【ご参考：各資産の利回り】

※2020年3月末時点
＊LM・豪州インカム資産ファンド（適格機関投資家専用）、LM・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）は、全保有
銘柄の予想配当利回りを、各投資信託証券の純資産総額に対するウェイトで加重平均をして算出した予想平均配当利回りです。各ファンドの運用利
回りではありません。

※豪州株式はS&P/ASX200指数、豪州リートはS&P/ASX A-REIT200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、豪州国債はFTSE豪州国債インデックス、日本国債はFTSE日本国債インデックスの利回りを使用。いずれの
指数もファンドのベンチマークではありません。

※各資産の置かれている状況が異なるため、利回りを単純に比較することはできません。
出所：ブルームバーグ、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

LM・豪州インカム資
産ファンド（適格機
関投資家専用）*

豪州株式 豪州リート 米国リート 日本リート 豪州国債 日本国債

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。 ■S&P500種指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用する
ライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資
産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&P500種指数のいかなる過誤、遺漏、また
は中断に対しても一切責任を負いません。■FTSE豪州国債インデックス、FTSE日本国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。■“FTSE”及び“ FTSE®”は、
London Stock Exchange Group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。

各資産の配当利回りをみると豪州の株式やリートは、米国や日本のリートと比較して高い水準にあります。
各ファンドが投資する投資信託証券は配当に着目した運用を行っており、予想平均配当利回りは7％を超え
ています。

LM・豪州インカム資
産ファンド（為替ヘッ
ジあり）（適格機
関投資家専用）*
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 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。

○

○

○ 決算頻度の異なる2つのファンド（毎月決算型、年2回決算型）から、お客さまの投資ニーズに合わせて選択できます。

・豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）

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。

・豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年2回決算型）

・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　　…………

毎年5月13日、11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。

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する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。

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。

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「ファンドの費用」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。



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／年２回決算型）

ファンドの主な投資リスク、ファンドの費用、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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2025年11月13日まで（2015年6月30日設定）

●投資者が直接的に負担する費用

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して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時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

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

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。

申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかに該当する場合には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
・オーストラリア証券取引所の休業日　　・シドニーの銀行の休業日　　・メルボルンの銀行の休業日

購入・換金
申込不可日

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

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

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 販売会社が定める期日までにお支払いください。

毎月決算型：毎月13日（休業日の場合は翌営業日）

信託期間

各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には、信
託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）させます。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（繰上償還）することがあります。
・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
・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
・やむを得ない事情が発生した場合

決算日

繰上償還

年2回決算型：毎年5月および11月の各13日（休業日の場合は翌営業日）

年2回決算型：年2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。

毎月決算型：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。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちら
か一方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。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。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）」および未成年者少
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。

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。スイッチングの際には、
税金および販売会社が定める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。

スイッチング

収益分配

ありません。換金手数料

※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、3.3％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

その他の費用・
手数料

信託財産留保額

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人等に支払うファンドの
監査にかかる費用　　等
※投資対象とする国内投資信託においては、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合があります。
※これらの費用等は、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・上限額等を示すことが
できません。

ありません。

実質的な負担：各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.815％（税抜1.65％）（概算）
・各ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21％（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0.605％（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。

ファンドの費用(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)

※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、その上限額については、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。

購入時手数料

※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。



ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり （毎月決算型／年2回決算型）

ファンドの主な投資リスク、ファンドの費用、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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 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。

○

○

○ 決算頻度の異なる2つのファンド（毎月決算型、年2回決算型）から、お客さまの投資ニーズに合わせて選択できます。

・豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり　（毎月決算型）

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。

・豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり　（年2回決算型）

・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

○ 金利リスク　　…………

○ 流動性リスク　………

○ 信用リスク　　…………

○ 為替リスク　　…………

毎年5月13日、11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。

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する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。

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（為替ヘッジあり）（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（為替ヘッジあり）（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。

・実質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ます。

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「ファンドの費用」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。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。

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。



ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり （毎月決算型／年2回決算型）

ファンドの主な投資リスク、ファンドの費用、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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2025年11月13日まで（2016年8月26日設定）

●投資者が直接的に負担する費用

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

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。）

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

販売会社が定める期日までにお支払いください。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

申込締切時間 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

ありません。

※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、その上限額については、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。

換金手数料

毎月決算型：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。

毎月決算型：毎月13日（休業日の場合は翌営業日）

信託期間

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。

※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、3.3％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

※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。

購入時手数料

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「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年
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。

換金単位 販売会社が定める単位

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。

申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかに該当する場合には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
・オーストラリア証券取引所の休業日　　・シドニーの銀行の休業日　　・メルボルンの銀行の休業日

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7営業日目からお支払いします。

購入・換金
申込不可日

その他の費用・
手数料

信託財産留保額

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人等に支払うファンドの
監査にかかる費用　　等
※投資対象とする国内投資信託においては、上記以外にもその他の費用・手数料等が別途かかる場合があります。
※これらの費用等は、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・上限額等を示すこと
ができません。

ありません。

実質的な負担：各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.815％（税抜1.65％）（概算）
・各ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21％（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（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）の純資産総額に対して年率0.605％（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。

課税関係

各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（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）が存続しないことと
なった場合には、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）させます。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（繰上償還）することがあります。
・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
・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
・やむを得ない事情が発生した場合

年2回決算型：毎年5月および11月の各13日（休業日の場合は翌営業日）

年2回決算型：年2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。

ファンドの費用(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)

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どち
らか一方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。

スイッチング

収益分配

決算日

繰上償還

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。スイッチングの際には、
税金および販売会社が定める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。



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／年２回決算型）

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり （毎月決算型／年2回決算型）

ファンドの主な投資リスク、ファンドの費用、当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。
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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。

●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）

○

○ 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。

○ 各ファンドは、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、投資者の皆さまの投資元本は
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は異なります。

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。

◆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 ○ ○

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

2020年4月27日時点




