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スカイオーシャン・ 
サテラップ（株式型） 

運 用 報 告 書（全 体 版） 

第３期（決算日 2019年２月18日） 

 
 

受益者のみなさまへ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、「スカイオーシャン・サテラップ（株式型）」は

2019年２月18日に第３期の決算を行いました。 

ここに期間中の運用状況についてご報告申しあげ

ます。 

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあ

げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです｡ 
 
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合 

信 託 期 間 2016年３月22日から2026年２月17日 

運 用 方 針 
投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を

行います。 

主要投資対象 

以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 

FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS（適格機関投資家専用） 

FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用） 

FOFs用 中小型株式ファンドS（適格機関投資家専用） 

FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 

国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用） 

FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J 

FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 

FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 

FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用） 

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） 

Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA,H,JPY 

FOFs用 FRMダイバーシファイド・リンク・ファンドS（適格機関投資家専用） 

マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用） 

FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） 

FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） 

FOFs用 MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンドS（適格機関投資家専用） 

Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A 

FOFs用米国株式LSファンドS（適格機関投資家専用） 

組 入 制 限 

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

株式への直接投資は行いません。 

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

デリバティブの直接利用は行いません。 

分 配 方 針 

年１回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況

動向などを勘案して分配金額を決定します。ただ

し、分配を行わないことがあります。 

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等

収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とし

ます。 
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

 
【運用報告書の表記について】 

・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と

は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。  

 

○設定以来の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 投 資 信 託 

証   券 
組 入 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

(設定日) 円 円 ％ ％ 百万円 

2016年３月22日 10,000 － － － 178 

１期(2017年２月17日) 10,635 0 6.4 99.0 569 

２期(2018年２月19日) 11,174 0 5.1 98.7 300 

３期(2019年２月18日) 10,914 0 △2.3 97.0 169 
 

（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。 

（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。 

（注） 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 投 資 信 託 

証   券 
組 入 比 率  騰 落 率 

(期  首) 円 ％ ％ 

2018年２月19日 11,174 － 98.7 

２月末 11,370 1.8 98.7 

３月末 11,028 △1.3 99.3 

４月末 11,261 0.8 98.9 

５月末 11,193 0.2 99.6 

６月末 11,199 0.2 99.5 

７月末 11,429 2.3 98.5 

８月末 11,454 2.5 98.0 

９月末 11,562 3.5 96.0 

10月末 10,809 △3.3 97.9 

11月末 11,059 △1.0 98.6 

12月末 10,335 △7.5 96.3 

2019年１月末 10,704 △4.2 98.3 

(期  末)    

2019年２月18日 10,914 △2.3 97.0 
 

（注） 騰落率は期首比です。 

 

  



品 名：90149_100003_003_03_スカイオーシャン・サテラップ（株式型）_761236.docx 

日 時：2019/4/1 10:53:00 

ページ：2 

 

－ 2 － 

スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

○運用経過 (2018年２月20日～2019年２月18日) 

 
 

  

  
（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。 

（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注） 分配金再投資基準価額は、期首（2018年２月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 

（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 

 

  

期中の基準価額等の推移 
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

○基準価額の主な変動要因 

世界景気の拡大期待を背景に、日米欧の株式市場は堅調に推移しましたが、2018年秋以降は米国長期金利の

上昇への警戒や、米中通商問題に端を発した世界景気に対する減速懸念、欧州の政局不透明感などから、株式

市場は大幅な下落に見舞われました。しかし、2019年に入り、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ観

測の後退や、米中通商問題に対する悲観論の後退、良好な欧米の企業業績などを背景に、世界的に株式市場が

反発したことで、基準価額の下落幅は縮小しました。為替相場は、不安定な株式相場を嫌気し、円高/ドル安

が進行する局面も見られましたが、当期間を通じては円安/ドル高となりました。為替要因は基準価額の押し

上げ要因となりましたが、当期間のリターンはマイナスとなりました。当ファンドの投資対象ファンドの騰落

率は以下のとおりです。 

 

  
（※）期中に全売却を行ったため開示しておりません。 

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。騰落率は期首または当ファンドへの組入日からのものです。 

（注） 騰落率は分配金再投資ベースです。 
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

 

国内株式市場は、円安/ドル高の進行や、世界景気の拡大期待を背景に、2018年央にかけて堅調に推移しま

したが、秋以降は世界的に株式市場が下落したことや、国内企業業績への懸念が高まったことを受けて下落し

ました。2019年に入り、海外株式市場の反発を受けて上昇基調となりましたが、当期間を通じては下落となり

ました。 

海外株式市場は、世界景気の拡大期待を背景に、欧米の先進国株式市場が2018年央にかけて堅調に推移しま

したが、米国長期金利の上昇への警戒や、米中通商問題に端を発した世界景気に対する減速懸念、欧州の政局

不透明感などから、年末にかけて大幅な下落に見舞われました。その後、FRB（米連邦準備制度理事会）によ

る利上げ観測の後退や、米中通商問題に対する悲観論の後退、良好な欧米の企業業績などを背景に、株式市場

は反発しました。当期間中において、米国株式市場は上昇、欧州株式市場は概ね横ばいとまちまちな結果とな

りました。 

新興国株式市場は、米中通商問題や、トルコ情勢の悪化、米国の利上げに対する警戒感の高まりを受けて、

投資家心理が悪化し、当期間を通じて下落となりました。 

国内リート市場は、国内オフィス需要の高まりや、リート銘柄の相対的な利回りの高さなどから買いが優勢

となり、当期間を通じて堅調に推移しました。 

海外リート市場は、世界的な株式市場の下落を嫌気し、弱含む場面も見られましたが、良好な米国のマクロ

経済指標や、リート銘柄の好業績などを受けて、米国リート市場が当期間を通じて堅調に推移したほか、オー

ストラリアリート市場についても堅調に推移しました。 

MLP市場は、世界景気の拡大期待を背景に、2018年央にかけて堅調に推移しましたが、その後、米国長期金

利の上昇への警戒や、原油等の商品市場が軟調となったことを嫌気し、MLP銘柄が下落したことで、当期間を

通じて概ね横ばいとなりました。 

金は、米ドル高基調であったことから、米ドル建てとなる金価格の割安感が薄まったことを受けて、当期間

を通じて軟調に推移しました。 

 

  

投資環境 
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

 

各資産の期待リターンやリスク特性、相関係数等を踏まえて決定した目標配分比率にもとづいてポートフォ

リオの構築を行いました。目標配分比率については、2018年10月にヘッジファンドの比率を引き下げ、国内株

式と外国株式、国内リートの比率の引き上げを行いました。また、2018年６月、７月、12月に既存ファンドを

売却し、2018年５月、11月に新規ファンドへの投資を開始しました。投資対象ファンドの当期末時点における

投資割合は以下のとおりです。 

 

  
（注） 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。 

 

 

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しており

ません。 

  

当ファンドのポートフォリオ 

当ファンドのベンチマークとの差異 
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

 

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。 

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 

 

○分配原資の内訳  

 （単位：円、１万口当たり・税込み） 

項 目 
第３期 

2018年２月20日～ 
2019年２月18日 

当期分配金 －  

(対基準価額比率) －％ 

 当期の収益 －  

 当期の収益以外 －  

翌期繰越分配対象額 1,206  
 

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 

（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 

 

○今後の運用方針 

引き続き、世界の株式、その他の様々な資産並びにヘッジファンドを実質的な投資対象とするファンドへ分

散投資を行い、世界経済の成長果実を積極的に捉えていきます。ファンドの選定、投資割合の決定は三井住友

信託銀行株式会社からの投資助言にもとづき、期待リターンやリスク特性等をもとに決定します。投資割合に

ついては、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて適宜調整を行っています。今後も市場環境の変化

に注目し、ファンドの入替えや投資割合の変更などを通じて適切と考えるポートフォリオへの変更を適宜行っ

ていきます。 

 

  

分配金 
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

○１万口当たりの費用明細 (2018年２月20日～2019年２月18日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 163  1.465  (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） ( 97)  (0.872)  委託した資金の運用の対価 

 （ 販 売 会 社 ） ( 60)  (0.539)  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 
情報提供等の対価 

 （ 受 託 会 社 ） (  6)  (0.054)  運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 

（b） そ の 他 費 用 1   0.005   (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 監 査 費 用 ） (  1)  (0.005)  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 

 （ そ の 他 ） (  0)  (0.000)  その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 

 合 計 164   1.470    

期中の平均基準価額は、11,116円です。  

 
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。 
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

○売買及び取引の状況 (2018年２月20日～2019年２月18日) 

 

 

銘 柄 
買 付 売 付 

口 数 金 額 口 数 金 額 

国 

内 

 口 千円 口 千円  
国内株式アクティブバリューファンド 
（適格機関投資家専用） 

5,810,994 5,100 460,398 390  

FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略 
ファンド（適格機関投資家専用） 

3,486,158 4,200 12,485,677 16,310  

FOFs用MLPインデックスファンド 
（適格機関投資家専用） － － 5,925,191 3,884  

FOFs用ゴールド・ファンド  
為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） 7,936,102 7,830 6,892,837 6,660  

Global Absolute Return Strategies  
Fund-Class DA,H,JPY 416 750 10,099 18,343  

Wellington Emerging Markets Research  
Equity Fund Class J 1,079 10,300 282 2,680  

マルチ・ストラテジー・ファンド 
（適格機関投資家専用） 2,084,635 2,010 10,328,217 10,133  

FOFs用米国株式LSファンドS 
（適格機関投資家専用） 1,348,567 1,360 2,437,630 2,400  

FOFs用 中小型株式ファンドS 
（適格機関投資家専用） 1,584,370 1,950 4,317,540 6,180  

FOFs用 KIM マルチストラテジー  
リンクファンドS（適格機関投資家専用） 

4,271,428 4,590 3,486,463 3,720  

FOFs用 グローバルREITインデックス・ 
ファンドS（適格機関投資家専用） 

3,672,040 3,670 9,906,469 10,080  

FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS 
（適格機関投資家専用） 

10,789,603 10,250 505,573 470  

FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS 
（適格機関投資家専用） 

1,947,536 2,100 10,824,309 11,370  

FOFs用 ピクテ マルチストラテジー  
リンクファンドS（適格機関投資家専用） 

5,593,484 5,810 6,772,180 7,030  

FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS
（適格機関投資家専用） 6,036,359 6,350 36,788,201 39,627  

FOFs用 FRM シグマ・リンク・ファンドS 
（適格機関投資家専用） － － 3,977,775 3,390  

 (  1,262,267) (  1,072) 
FOFs用 FRMダイバーシファイド・リンク・ 
ファンドS（適格機関投資家専用） 1,514,799 1,400 7,186,628 6,900  

FOFs用 MAN AHL ダイバーシファイド  
リンクファンドS（適格機関投資家専用） 907,847 760 3,214,712 2,670  

FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS 
（適格機関投資家専用） 8,947,984 9,880 41,239,432 47,549  

FOFs用 新興国株式セレクト・ファンドS 
（適格機関投資家専用） 

－ － 7,952,061 7,690  

 (    558,461) (    523) 
Man Numeric Integrated Alpha Market  
Neutral-Class A 

－ － 352 3,230  

合 計 65,933,401 78,310 174,712,027 210,706  
(  1,820,728) (  1,595) 

 
（注） 金額は受け渡し代金。 
（注） ( )内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。   

投資信託証券 
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

○利害関係人との取引状況等 (2018年２月20日～2019年２月18日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018年２月20日～2019年２月18日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2018年２月20日～2019年２月18日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○組入資産の明細 (2019年２月18日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 比 率 

 口 口 千円 ％ 

国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用） － 5,350,596 4,568 2.7 

FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用） 23,053,732 14,054,213 16,797 9.9 

FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用） 7,751,937 1,826,746 1,155 0.7 

FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） 8,924,864 9,968,129 9,786 5.8 

Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA,H,JPY 9,682 － － － 

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J － 796 7,358 4.3 

マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用） 18,104,020 9,860,438 9,329 5.5 

FOFs用米国株式LSファンドS（適格機関投資家専用） 4,484,314 3,395,251 3,556 2.1 

FOFs用 中小型株式ファンドS（適格機関投資家専用） 7,306,360 4,573,190 5,700 3.4 

FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） 4,179,324 4,964,289 4,959 2.9 

FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 15,201,992 8,967,563 9,703 5.7 

FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） － 10,284,030 9,546 5.6 

FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 18,313,843 9,437,070 10,651 6.3 

FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS（適格機関投資家専用） 8,667,592 7,488,896 7,480 4.4 

FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS（適格機関投資家専用） 41,419,861 10,668,019 10,762 6.4 

FOFs用 FRM シグマ・リンク・ファンドS（適格機関投資家専用） 5,240,042 － － － 

FOFs用 FRMダイバーシファイド・リンク・ファンドS（適格機関投資家専用） 13,899,949 8,228,120 7,390 4.4 

FOFs用 MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンドS（適格機関投資家専用） 4,827,514 2,520,649 2,071 1.2 

FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用） 69,646,244 37,354,796 42,158 24.9 

FOFs用 新興国株式セレクト・ファンドS（適格機関投資家専用） 8,510,522 － － － 

Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A 483 131 1,205 0.7 

合 計 259,542,275 148,942,922 164,183 97.0 
 

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。   
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スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

○投資信託財産の構成 (2019年２月18日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

投資信託受益証券 162,978 95.5 

投資証券 1,205 0.7 

コール・ローン等、その他 6,456 3.8 

投資信託財産総額 170,639 100.0 
 

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合です。 

 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年２月18日現在) 

項 目 当 期 末 

  円 

(A) 資産 170,639,807   

 コール・ローン等 5,565,926   

 投資信託受益証券(評価額) 162,978,744   

 投資証券(評価額) 1,205,137   

 未収入金 890,000   

(B) 負債 1,370,057   

 未払解約金 106,592   

 未払信託報酬 1,258,883   

 未払利息 15   

 その他未払費用 4,567   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 169,269,750   

 元本 155,096,109   

 次期繰越損益金 14,173,641   

(D) 受益権総口数 155,096,109口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,914円 
 

（注） 当ファンドの期首元本額は269,086,965円、期中追加設定元本

額は16,813,498円、期中一部解約元本額は130,804,354円です。

（注） １口当たり純資産額は1.0914円です。 
 

○損益の状況 (2018年２月20日～2019年２月18日) 

項 目 当 期 

  円 

(A) 配当等収益 △     3,456   

 その他収益金 112   

 支払利息 △     3,568   

(B) 有価証券売買損益 △    64,495   

 売買益 9,484,227   

 売買損 △ 9,548,722   

(C) 信託報酬等 △ 3,118,037   

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 3,185,988   

(E) 前期繰越損益金 15,537,704   

(F) 追加信託差損益金 1,821,925   

 (配当等相当額) (   3,175,970)  

 (売買損益相当額) (△ 1,354,045)  

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 14,173,641   

(H) 収益分配金 0   

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 14,173,641   

 追加信託差損益金 1,821,925   

 (配当等相当額) (   3,175,970)  

 (売買損益相当額) (△ 1,354,045)  

 分配準備積立金 15,537,704   

 繰越損益金 △ 3,185,988   
 

（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ

るものを含みます。 

（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税

等相当額を含めて表示しています。 

（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追

加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分

をいいます。 

（注） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除

後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金

（3,175,970円）および分配準備積立金（15,537,704円）より分

配対象収益は18,713,674円（１万口当たり1,206円）ですが、当

期に分配した金額はありません。 
 



品 名：90149_100003_003_03_スカイオーシャン・サテラップ（株式型）_761236.docx 

日 時：2019/4/1 10:53:00 

ページ：11 

 

－ 11 － 

スカイオーシャン・サテラップ（株式型） 

○分配金のお知らせ  

１万口当たり分配金（税込み） 0円 
 
 

○お知らせ 

 

 2018年２月20日から2019年２月18日までの期間に実施いたしました約款変更は以下のとおりです。 

・投資対象とする投資信託証券を追加・除外するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。 

（変更日：2018年５月19日、2018年11月20日） 

 

約款変更について 
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2017年10月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークであるＪＰＸ日経インデックス400（配当込み）の動きを反映して基準価額は変動し、期末では期首に比
して同水準となりました。

基準価額等の推移

第4期首 第4期末
11 1012 2018/1 2 3 4 5 6 8 97
2017/10

0

20

40

60

80

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

第4期首：10,809円
第4期末：10,799円（既払分配金0円）
騰落率：△0.1％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

ベンチマーク（左軸）

基準価額の主な変動要因
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投資環境

株式への投資は「ＪＰＸ日経インデックス400 マザーファンド」の組み入れにより行いました。

【「ＪＰＸ日経インデックス400 マザーファンド」の運用経過】
ベンチマークであるＪＰＸ日経インデックス400（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。
（1）株式組入比率

期を通じて株式組入比率は100％に近い水準を維持しました。
なお、資金の効率的な運用を行う目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

（2）ポートフォリオ構成
現物株式については、ＪＰＸ日経インデックス400の個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運
用を行いました。

当ファンドのポートフォリオ

当期の国内株式市場は、衆議院議員選挙での与党
の勝利を受けて、経済政策への期待が高まったことな
どから2018年１月にかけて大幅に上昇して始まりまし
た。その後は、米トランプ大統領の保護主義的な通商
政策による貿易摩擦への懸念から、2018年３月にか
けて世界的に株式市場は下落しました。
期の中盤以降は、企業業績が堅調であったことが株
価の下支えとなった一方、貿易摩擦への懸念が引き
続き相場の重石となり、株式市場は不安定な値動き
が続きました。

14,000

16,000

18,000

20,000

当期末当期首

ベンチマーク
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○組入ファンド
当期末

2018年10月22日
JPX日経インデックス400 マザーファンド 100.0％
その他 0.0％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドの組入資産の内容

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
その他
0.0%

親投資信託証券
100.0％

○資産別配分

以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に
連動しました。
差異の主な要因は信託報酬によるものです。

△0.4

△0.2

0.0

0.2

0.4
基準価額
ベンチマーク

第4期

（％）
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基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（１万口当たり・税引前）

項目
第4期

2017年10月21日～2018年10月22日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 1,616
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

ＪＰＸ日経インデックス400 マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場されて
いる株式に投資し、ＪＰＸ日経インデックス400（配当込み）に連動する投資成果を目指します。

分配金

今後の運用方針

－ 19 －

01_添付ファンド_9pt_761236.indd   1901_添付ファンド_9pt_761236.indd   19 2019/03/31   16:48:262019/03/31   16:48:26



1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月21日～2018年10月22日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 22円 0.195％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は11,126円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （17） （0.152） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （4） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 0 0.002
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （0） （0.000）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.001）

（ｃ） 有価証券取引税 － －
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 1 0.005
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （－） （－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （1） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 23 0.202
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注）ベンチマークは、2017年10月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークであるＪＰＸ日経インデックス400（配当込み）の動きを反映して基準価額は変動し、期末では期首に比
して同水準となりました。

基準価額等の推移

2017/10
7 811 1012 92018/1 43 652

第5期首 第5期末
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1,000

2,000

3,000

4,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)

ベンチマーク(左軸) 第5期首：14,286円
第5期末：14,302円
騰落率：0.1％

基準価額の主な変動要因
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投資環境

ベンチマークであるＪＰＸ日経インデックス400（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。
（1）株式組入比率

期を通じて株式組入比率は100％に近い水準を維持しました。
なお、資金の効率的な運用を行う目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

（2）ポートフォリオ構成
現物株式については、ＪＰＸ日経インデックス400の個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運
用を行いました。

当ファンドのポートフォリオ

当期の国内株式市場は、衆議院議員選挙での与党
の勝利を受けて、経済政策への期待が高まったことな
どから2018年１月にかけて大幅に上昇して始まりまし
た。その後は、米トランプ大統領の保護主義的な通商
政策による貿易摩擦への懸念から、2018年３月にか
けて世界的に株式市場は下落しました。
期の中盤以降は、企業業績が堅調であったことが株
価の下支えとなった一方、貿易摩擦への懸念が引き
続き相場の重石となり、株式市場は不安定な値動き
が続きました。

14,000

16,000

18,000

20,000

当期首 当期末

ベンチマーク
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ ＪＰＸ日経インデックス４００先物 1812 日本 2.0％
２ ソフトバンクグループ 日本 1.8％
３ ソニー 日本 1.7％
４ 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本 1.6%
５ 三井住友フィナンシャルグループ 日本 1.5％
６ 日本電信電話 日本 1.5％

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ 本田技研工業 日本 1.4％
８ トヨタ自動車 日本 1.4％
９ みずほフィナンシャルグループ 日本 1.4％
10 キーエンス 日本 1.3％

組入銘柄数 401
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注１）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
（注２）国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.0％買建てております。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

円
100.0%

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
国内株式先物
2.0％

その他
0.0％

国内株式
98.0％

○資産別配分

当ファンドのベンチマークとの差異

○上位10銘柄

当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に
連動しました。

0.0

0.2

0.4

0.6
（％）

第５期

基準価額
ベンチマーク
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主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、ＪＰＸ日経インデックス400（配当込み）に連
動する投資成果を目指します。

今後の運用方針

1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月21日～2018年10月22日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 0円 0.002％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （0） （0.000）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.001）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 0 0.000
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （－） （－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 0 0.002
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（14,720円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額及び参考指数は、2017年６月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

世界的な株高や企業業績の改善期待を背景に、株式市場は期初から2018年の年明けまで上昇しました。しかし、
１月後半から円高・米ドル安を背景に下落に転じ、世界的な株安もあり急落しました。４月に入り回復に転じましたが、
米中貿易摩擦懸念などから上値が重くなりました。
2017年の秋から市場の関心がバリュー（株価の割安度）よりもグロース（利益成長）に集まり、外部環境の不透明
感に左右されず独自のビジネスモデルで利益成長する企業や新たな分野での成長可能性を追求する新規公開
銘柄などが注目されました。その結果、中小型成長株を重点的に組み入れている当ファンドの基準価額は上昇しま
した。
個別銘柄では、ソフトウェアの品質保証事業が好調なＳＨＩＦＴや半導体工場で使われる薬液や特殊ガス等の供給
に携わるジャパンマテリアルなどがプラスに寄与しました。一方で、バイオ関連のそーせいグループや半導体製造
装置向け部品などを製造するＣＫＤなどがマイナスに影響しました。

基準価額等の推移

第３期首
9 12 48 11 3 657 10 2
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第３期首：11,677円
第３期末：14,815円（既払分配金0円）
騰落率：26.9％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
参考指数2（左軸）

純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）
参考指数1（左軸）

基準価額の主な変動要因
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投資環境

株式への投資は「中小型株式 マザーファンド」の組み入れにより行いました。

【「中小型株式 マザーファンド」の運用経過】
中長期的に高い利益成長が期待できる銘柄に投資しました。
具体的には、電気自動車向けにパワー半導体の成長が期待される富士電機、電子部品などに使われるファインセ
ラミック製品において高いシェアを持つＭＡＲＵＷＡ、ウォーターサーバーや電力など継続課金できる商品の販売
が好調な光通信などを購入しました。また、新規公開株にも積極的に投資を行いました。
一方で、利益成長が想定を下回ったあい　ホールディングスやニチハ、好業績が株価に織り込まれつつあると判断
したヤマシンフィルタやペプチドリームなどを売却しました。

当ファンドのポートフォリオ

世界的な株高や企業業績の改善期待を背景に、ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）は期初から2018年の年明けまで上
昇しました。しかし、１月後半から円高・米ドル安が進む
と下落に転じ、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）が利上げを
急ぐとの見方も加わり、世界的な株安からＴＯＰＩＸ（東
証株価指数）は下落しました。
４月に入り、海外投資家が買い越しに転じたことから回
復に転じましたが、米中貿易摩擦懸念などから上値が
重くなりました。
ＪＡＳＤＡＱ ＩＮＤＥＸも期初から2018年２月まではＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）と似た動きとなりましたが、外部環境
の影響を受けにくい内需関連銘柄が多いことから３月
以降は底堅く、年間ではＴＯＰＩＸ（東証株価指数）より
も優位となりました。
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○組入ファンド
当期末

2018年6月29日
中小型株式 マザーファンド 100.0％
その他 0.0％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）と参考指数の騰落率の対比です。

当ファンドの組入資産の内容

親投資信託証券
100.0％

その他
0.0％

○資産別配分

日本
100.0％

○国別配分

円
100.0％

○通貨別配分

当ファンドのベンチマークとの差異
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基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（１万口当たり・税引前）

項目
第３期

2017年６月30日～2018年６月29日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 4,815
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

主として、中小型株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを
含みます。）のうち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選択を行います。
市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞り込みを行い、マネジメントに
対する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年６月30日～2018年６月29日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 26円 0.194％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は13,404円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （20） （0.151） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （4） （0.032） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 35 0.259
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （35） （0.259）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.000）

（ｃ） 有価証券取引税 － －
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 1 0.004
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （－） （－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （1） （0.004） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 62 0.457
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

世界的な株高や企業業績の改善期待を背景に、株式市場は期初から2018年の年明けまで上昇しました。しかし、
１月後半から円高・米ドル安を背景に下落に転じ、世界的な株安もあり急落しました。４月に入り回復に転じましたが、
米中貿易摩擦懸念などから上値が重くなりました。
2017年の秋から市場の関心がバリュー（株価の割安度）よりもグロース（利益成長）に集まり、外部環境の不透明
感に左右されず独自のビジネスモデルで利益成長する企業や新たな分野での成長可能性を追求する新規公開
銘柄などが注目されました。その結果、中小型成長株を重点的に組み入れている当ファンドの基準価額は上昇しま
した。
個別銘柄では、ソフトウェアの品質保証事業が好調なＳＨＩＦＴや半導体工場で使われる薬液や特殊ガス等の供給
に携わるジャパンマテリアルなどがプラスに寄与しました。一方で、バイオ関連のそーせいグループや半導体製造
装置向け部品などを製造するＣＫＤなどがマイナスに影響しました。

基準価額等の推移

第10期首 第10期末
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第10期首：33,646円
第10期末：42,749円
騰落率：27.1％

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 参考指数1（左軸）

参考指数2（左軸）

基準価額の主な変動要因

(注)参考指数は、2017年６月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。
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投資環境

中長期的に高い利益成長が期待できる銘柄に投資しました。
具体的には、電気自動車向けにパワー半導体の成長が期待される富士電機、電子部品などに使われるファインセ
ラミック製品において高いシェアを持つＭＡＲＵＷＡ、ウォーターサーバーや電力など継続課金できる商品の販売
が好調な光通信などを購入しました。また、新規公開株にも積極的に投資を行いました。
一方で、利益成長が想定を下回ったあい　ホールディングスやニチハ、好業績が株価に織り込まれつつあると判断
したヤマシンフィルタやペプチドリームなどを売却しました。

当ファンドのポートフォリオ

世界的な株高や企業業績の改善期待を背景に、ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）は期初から2018年の年明けまで上
昇しました。しかし、１月後半から円高・米ドル安が進む
と下落に転じ、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）が利上げを
急ぐとの見方も加わり、世界的な株安からＴＯＰＩＸ（東
証株価指数）は下落しました。
４月に入り、海外投資家が買い越しに転じたことから回
復に転じましたが、米中貿易摩擦懸念などから上値が
重くなりました。
ＪＡＳＤＡＱ ＩＮＤＥＸも期初から2018年２月まではＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）と似た動きとなりましたが、外部環境
の影響を受けにくい内需関連銘柄が多いことから３月
以降は底堅く、年間ではＴＯＰＩＸ（東証株価指数）より
も優位となりました。
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当ファンドの組入資産の内容

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
その他
4.0％

国内株式
96.0％

○資産別配分

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

0

10

20

30

40
（％）

第10期

基準価額
参考指数１
参考指数２

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ 富士電機 日本 3.0％
２ ＭＡＲＵＷＡ 日本 2.9％
３ ＰＡＬＴＡＣ 日本 2.6％
４ シュッピン 日本 2.5％
５ ダイセキ 日本 2.4％
６ ネットワンシステムズ 日本 2.4％

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ サイバーエージェント 日本 2.3％
８ 光通信 日本 2.3％
９ 九電工 日本 2.2％
10 ベクトル 日本 2.1％

組入銘柄数 73
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○上位10銘柄
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主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）のうち、中小型株式に投資します。具体的には、
以下の方針に基づいて銘柄選択を行います。
市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対
する評価なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。

今後の運用方針

1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年６月30日～2018年６月29日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 105円 0.272％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （105） （0.272）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.000）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 0 0.000
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （－） （－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 105 0.272
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（38,634円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2017年５月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移

第3期首 第3期末
2018/19876 1110 12 432 5

2017/5
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8,000

10,000

12,000

14,000

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

ベンチマーク（左軸）
第3期首：10,250円
第3期末：11,269円（既払分配金０円）
騰落率：9.9％（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因
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投資環境

「外国株式インデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「外国株式インデックス マザーファンド」の運用経過】
ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。
（1）組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。
（2）ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドのポートフォリオ

先進国株式市場は、物価の落ち着きを背景に米国の
利上げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、
情報技術セクターを筆頭に幅広い業種で企業業績
の改善基調が継続したことを受けて、期初から堅調に
推移しました。その後も、世界景気に対する楽観的な
見方や米国の税制改革への期待などから投資家のリ
スク選好が強まり、先進国株式市場は一段高となりま
した。2018年２月以降は、平均時給の高い伸びを受
けた米国の長期金利上昇が嫌気されたことや、米中
貿易摩擦に対する懸念が強まったことなどから一時大
きく下落しましたが、期末にかけては、米中双方の歩
み寄りから貿易摩擦に対する過度な懸念が後退し、持
ち直す動きとなりました。
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ベンチマーク
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○組入ファンド
当期末

2018年５月29日
外国株式インデックス マザーファンド 99.9％
その他 0.1％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドの組入資産の内容

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分

親投資信託証券
99.9％

その他
0.1％

○資産別配分

以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率を上回
りました。
差異の主な要因は、プラスの影響としては配当要因※１、
マイナスの影響としては為替評価差要因※２および信
託報酬要因です。

※１ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって
生じる差異要因です。

※２ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替
レートが異なることによる差異要因です。0

10

20

30
（％）

第3期

基準価額
ベンチマーク
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基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（１万口当たり・税引前）

項目
第3期

2017年5月30日～2018年5月29日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） (－)
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 1,928
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

分配金

外国株式インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じてMSCIコクサイ･インデックスを構成している国の
株式に分散投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います｡

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年５月30日～2018年５月29日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 21円 0.194％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,897円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （16） （0.151） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （4） （0.032） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 0 0.003
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （0） （0.001）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.000）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.002）

（ｃ） 有価証券取引税 0 0.002
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （0） （0.002）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.000）

（ｄ） その他費用 4 0.036
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.030） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （1） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.001） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 25 0.235
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 99 －

02_添付ファンド_9pt_761236 .indd   9902_添付ファンド_9pt_761236 .indd   99 2019/03/31   16:49:162019/03/31   16:49:16



－ 100 －

02_添付ファンド_9pt_761236 .indd   10002_添付ファンド_9pt_761236 .indd   100 2019/03/31   16:49:162019/03/31   16:49:16



－ 101 －

02_添付ファンド_9pt_761236 .indd   10102_添付ファンド_9pt_761236 .indd   101 2019/03/31   16:49:172019/03/31   16:49:17



－ 102 －

02_添付ファンド_9pt_761236 .indd   10202_添付ファンド_9pt_761236 .indd   102 2019/03/31   16:49:172019/03/31   16:49:17



－ 103 －

02_添付ファンド_9pt_761236 .indd   10302_添付ファンド_9pt_761236 .indd   103 2019/03/31   16:49:172019/03/31   16:49:17



－ 104 －

02_添付ファンド_9pt_761236 .indd   10402_添付ファンド_9pt_761236 .indd   104 2019/03/31   16:49:172019/03/31   16:49:17



－ 105 －

02_添付ファンド_9pt_761236 .indd   10502_添付ファンド_9pt_761236 .indd   105 2019/03/31   16:49:172019/03/31   16:49:17



当期中の運用経過と今後の運用方針

（注）ベンチマークは､2017年５月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移

2017/5
2018/16 7 109 118 12 32 4 5

第18期首 第18期末
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第18期首：22,222円
第18期末：24,481円
騰落率：10.2％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)

ベンチマーク(左軸)

基準価額の主な変動要因
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投資環境

ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。
（1）組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。
（2）ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドのポートフォリオ

先進国株式市場は、物価の落ち着きを背景に米国の
利上げペースが緩やかになるとの見方が広がったこと
や、情報技術セクターを筆頭に幅広い業種で企業業
績の改善基調が継続したことを受けて、期初から堅調
に推移しました。その後も、世界景気に対する楽観的
な見方や米国の税制改革への期待などから投資家
のリスク選好が強まり、先進国株式市場は一段高とな
りました。2018年２月以降は、平均時給の高い伸びを
受けた米国の長期金利上昇が嫌気されたことや、米
中貿易摩擦に対する懸念が強まったことなどから一
時大きく下落しましたが、期末にかけては、米中双方
の歩み寄りから貿易摩擦に対する過度な懸念が後退
し、持ち直す動きとなりました。
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ S&P 500 EMIN 1806 アメリカ 3.2％
２ APPLE INC アメリカ 2.5％
３ MICROSOFT CORP アメリカ 1.9％
４ AMAZON.COM アメリカ 1.7％
５ FACEBOOK INC-A アメリカ 1.1％
６ JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 1.0％

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ ALPHABET INC-CL C アメリカ 0.9％
８ EXXON MOBIL アメリカ 0.9％
９ JOHNSON & JOHNSON アメリカ 0.8％
10 ALPHABET INC-CL A アメリカ 0.8％

組入銘柄数 1,329
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注１）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して4.9％買建てております。

米ドル
66.4％

ユーロ
12.8％

イギリスポンド
7.2％

カナダドル
3.8％

スイスフラン
3.0％

その他
6.8％

○通貨別配分

アメリカ
66.4％

イギリス
7.2％

フランス
4.3％

ドイツ
3.8％

カナダ
3.7％

スイス
3.0％

その他
11.6％

○国別配分
その他
0.0％

外国株式先物
4.9％

外国株式
95.1％

○資産別配分

○上位10銘柄

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率を上回
りました。
差異の主な要因は、プラスの影響としては配当要因※１、
マイナスの影響としては為替評価差要因※２です。

※１ ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって
生じる差異要因です。

※２ ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替
レートが異なることによる差異要因です。
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原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

今後の運用方針

1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年5月30日～2018年5月29日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 1円 0.003％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （0） （0.001）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.000）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.002）

（ｂ） 有価証券取引税 1 0.002
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （1） （0.002）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.000）

（ｃ） その他費用 7 0.032
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （7） （0.031） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.001） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 9 0.037
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（23,649円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2017年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークである東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移

第4期首 第4期末
111012 2018/1 2 3 4 5 6 8 97

2017/11
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第4期首：9,390円
第4期末：10,870円（既払分配金0円）
騰落率：15.8％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

ベンチマーク（左軸）

基準価額の主な変動要因
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投資環境

当ファンドの運用は、引き続き運用の基本方針に従い、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券の組み入
れにより行いました。

【「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の運用経過】
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。
主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ）に投資し、取引コストに留意しながらベ
ンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、当期末時点では東証ＲＥＩＴ指数を構成する全銘柄と東
証ＲＥＩＴ指数先物に投資しています。

当ファンドのポートフォリオ

当期のＪ－ＲＥＩＴ市場は上昇しました。
当期初から2018年６月後半にかけては、海外投資家
がＪ－ＲＥＩＴの割安銘柄を買収する可能性があるとの
観測報道が好感されたことや、運用難を背景とした機
関投資家からの資金流入が観測されたこと、オフィス
ビル賃料の上昇期待が高まったことなどから上昇しま
した。その後、10月末にかけては、大型台風の上陸や
北海道胆振東部地震を受けた影響が意識される中、
投資家の様子見姿勢が強まったことや、株式市場の
大幅下落が嫌気されたことなどから上値が重い展開
となりました。当期末にかけては、株式市場の下落が
一服する中、利回りでみた割安感の高さに着目した資
金流入により上昇しました。

2,500

3,000

3,500

4,000

当期末当期首

ベンチマーク
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○組入ファンド
当期末

2018年11月12日
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 100.0％
その他 0.0％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドの組入資産の内容

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
その他
0.0％

親投資信託証券
100.0％

○資産別配分

以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に
連動しました。
差異の主な要因は信託報酬によるものです。

0

10

20

30
（％）

第4期

基準価額
ベンチマーク

－ 155 －

02_添付ファンド_9pt_761236 .indd   15502_添付ファンド_9pt_761236 .indd   155 2019/03/31   16:49:312019/03/31   16:49:31



基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（１万口当たり・税引前）

項目
第4期

2017年11月11日～2018年11月12日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 1,280
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成
果を目標として運用を行います。

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年11月11日～2018年11月12日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 20円 0.195％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,340円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （16） （0.152） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 0 0.003
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.003）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.001）

（ｃ） 有価証券取引税 － －
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 1 0.005
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （－） （－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （1） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 21 0.203
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注）ベンチマークは、2017年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークである東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。

基準価額等の推移

2017/11
6 7 109 11812 32 542018/1
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ベンチマーク(左軸) 第11期首：14,567円
第11期末：16,899円
騰落率：16.0％

基準価額の主な変動要因
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投資環境

東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。
主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ）に投資し、取引コストに留意しながらベ
ンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、当期末時点では東証ＲＥＩＴ指数を構成する全銘柄と東
証ＲＥＩＴ指数先物に投資しています。

当ファンドのポートフォリオ

当期のＪ－ＲＥＩＴ市場は上昇しました。
当期初から2018年６月後半にかけては、海外投資家
がＪ－ＲＥＩＴの割安銘柄を買収する可能性があるとの
観測報道が好感されたことや、運用難を背景とした機
関投資家からの資金流入が観測されたこと、オフィス
ビル賃料の上昇期待が高まったことなどから上昇しま
した。その後、10月末にかけては、大型台風の上陸や
北海道胆振東部地震を受けた影響が意識される中、
投資家の様子見姿勢が強まったことや、株式市場の
大幅下落が嫌気されたことなどから上値が重い展開
となりました。当期末にかけては、株式市場の下落が
一服する中、利回りでみた割安感の高さに着目した資
金流入により上昇しました。
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ベンチマーク
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ 日本ビルファンド投資法人 日本 7.4％
２ ジャパンリアルエステイト投資法人 日本 6.8％
３ 野村不動産マスターファンド投資法人 日本 4.9％
４ 日本リテールファンド投資法人 日本 4.5％
５ ユナイテッド･アーバン投資法人 日本 4.4％
６ オリックス不動産投資法人 日本 4.0％

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ 日本プロロジスリート投資法人 日本 3.6％
８ 大和ハウスリート投資法人 日本 3.5％
９ アドバンス･レジデンス投資法人 日本 3.2％
10 ＧＬＰ投資法人 日本 3.1％

組入銘柄数 62
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注１）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
（注２）国別配分においては、上記の他、オフバランスでＪ－ＲＥＩＴ先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.5％買建てております。

円
100.0%

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
J-REIT先物
2.5％

その他
0.0％

国内投資信託証券
97.5％

○資産別配分

○上位10銘柄

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰
落率に連動しました。
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わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。

今後の運用方針

1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年11月11日～2018年11月12日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 1円 0.003％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.003）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.001）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 0 0.000
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （－） （－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 1 0.003
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（16,059円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2017年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は小
幅に上昇しました。

基準価額等の推移

第4期首 第4期末
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第4期首：10,506円
第4期末：10,651円（既払分配金０円）
騰落率：1.4％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

ベンチマーク（左軸）

基準価額の主な変動要因
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投資環境

「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の運用経過】
ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として
運用を行いました。
（1）組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、ＲＥＩＴを高位に組み入れ運用を行いました。
（2）ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドのポートフォリオ

海外ＲＥＩＴ市場はまちまちの展開となりましたが、全体
では上昇しました。米国ＲＥＩＴ市場は、賃金上昇率の
高まりなどを受けて長期金利が上昇し、株式市場が急
落したことが嫌気されて2018年２月にかけて大幅に
下落しました。しかしその後は、利上げペース加速へ
の警戒感が後退したことなどを背景に長期金利の上
昇が一服したことや、主要ＲＥＩＴの底堅い決算などが
好感されて、上昇基調をたどりました。欧州ＲＥＩＴ市場
は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）やＢＯＥ（英中央銀行）によ
る緩和的な金融政策が維持されるとの期待から上昇
しましたが、９月以降はイタリアの財政問題や英国のＥＵ
（欧州連合）離脱交渉の先行き不透明感などが重石
となり、下落に転じました。
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○組入ファンド
当期末

2018年11月12日
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド 99.9％
その他 0.1％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドの組入資産の内容

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分

親投資信託証券
99.9％

その他
0.1％

○資産別配分

以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に
連動しました。
差異の主な要因は、信託報酬要因および配当課税要
因※です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当
ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。
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基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（１万口当たり・税引前）

項目
第4期

2017年11月11日～2018年11月12日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 1,424
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年11月11日～2018年11月12日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 20円 0.195％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,085円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （15） （0.152） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 1 0.006
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （1） （0.006）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｃ） 有価証券取引税 1 0.014
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （1） （0.014）

（ｄ） その他費用 5 0.045
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （4） （0.039） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （1） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 27 0.260
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注）ベンチマークは、2017年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は小
幅に上昇しました。

基準価額等の推移

第11期首 第11期末2017/11
6 7 9812 32 542018/1 10 11 0
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ベンチマーク(左軸) 第11期首：17,843円
第11期末：18,126円
騰落率：1.6％

基準価額の主な変動要因
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投資環境

ベンチマークであるＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として
運用を行いました。
（1）組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、ＲＥＩＴを高位に組み入れ運用を行いました。
（2）ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドのポートフォリオ

海外ＲＥＩＴ市場はまちまちの展開となりましたが、全体
では上昇しました。米国ＲＥＩＴ市場は、賃金上昇率の
高まりなどを受けて長期金利が上昇し、株式市場が急
落したことが嫌気されて2018年２月にかけて大幅に
下落しました。しかしその後は、利上げペース加速へ
の警戒感が後退したことなどを背景に長期金利の上
昇が一服したことや、主要ＲＥＩＴの底堅い決算などが
好感されて、上昇基調をたどりました。欧州ＲＥＩＴ市場
は、ＥＣＢ（欧州中央銀行）やＢＯＥ（英中央銀行）によ
る緩和的な金融政策が維持されるとの期待から上昇
しましたが、９月以降はイタリアの財政問題や英国のＥ
Ｕ（欧州連合）離脱交渉の先行き不透明感などが重
石となり、下落に転じました。
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ベンチマーク
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ SIMON PROPERTY GROUP アメリカ 5.2％
２ PROLOGIS INC アメリカ 3.8％
３ PUBLIC STORAGE アメリカ 2.8％
４ WELLTOWER INC アメリカ 2.3％
５ AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ 2.3％
６ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD オランダ 2.3％

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ EQUITY RESIDENTIAL PPTY アメリカ 2.2％
８ DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ 2.0％
９ VENTAS INC アメリカ 1.9％
10 LINK REIT 香港 1.8％

組入銘柄数 305
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

米ドル
72.5％

ユーロ
7.2％

オーストラリアドル
6.8％

イギリスポンド
5.6％

その他
4.6％

シンガポールドル
3.3％

○通貨別配分
その他
11.7％

アメリカ
72.5％オーストラリア

6.9％

イギリス
5.6％

シンガポール
3.4％

○国別配分
その他
0.6％

外国投資信託証券
99.4％

○資産別配分

○上位10銘柄

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に
連動しました。
差異の主な要因は、配当課税要因※です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当
ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。
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6
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日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

今後の運用方針

1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年11月11日～2018年11月12日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 １円 0.006％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （1） （0.006）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｂ） 有価証券取引税 3 0.015
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （3） （0.015）

（ｃ） その他費用 7 0.039
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （7） （0.039） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 11 0.060
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（17,146円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2017年10月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額は、期初から18年１月までは上昇基調となりましたが、その後２月から期末にかけては下落に転じました。
戦略別には、オーバーレイ戦略、クレジット戦略、株式ロング・ショート戦略から収益を獲得しましたが、レラティブ・バ
リュー戦略およびグローバル・マクロ戦略から損失が発生しました。
オーバーレイ戦略では、小型株および高クオリティ株のロング、大型および低クオリティ株のショートなどから収益を
獲得しました。
クレジット戦略では、事業再生過程にある米国のカジノ運営会社のロング、親子上場会社間のロング・ショート取引
などから収益を獲得しました。
株式ロング・ショート戦略では、欧州航空会社、ドイツなどの金融機関のロング、英国の公共投資依存度の大きい
企業群のショートなどから収益を獲得しました。
レラティブ・バリュー戦略では、統計分析裁定運用で、欧州やアジアの個別株式を対象とした取引から損失を計上
しました。
グローバル・マクロ戦略では、価格トレンドの追随を行う定量運用で、主要先進国の株価指数のロングなどから損失
を計上しました。

基準価額等の推移

第4期首 第4期末2017/10
2 3 9 1011 12 2018/1 4 5 6 7 8 0

25

50

75

100

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

第4期首：9,642円
第4期末：9,411円（既払分配金0円）
騰落率：△2.4％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額の主な変動要因
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当期は、米国内の堅調な経済指標や企業業績、大型ハイテク株の業績改善期待等を背景に、米国株を主導に世
界の株式市場は上昇しました。一方で、米国株指数のボラティリティ急騰に伴う世界的な株安の連鎖（「ＶＩＸショッ
ク」の発生）、イタリアの財政問題やトルコ、アルゼンチンといった一部新興国の経済に対する懸念の高まり、米国・
中国間に代表される世界的な貿易摩擦問題の浮上等をきっかけに、短期的に市場が大きく変動する場面も見られ
ました。

「FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド」受益証券を高位に組み入れる運用を行いました。

【「FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド」の運用経過】
FRM Investment Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託証券「FRM Diversified MA 
Fund Limited」（以下「FRM ダイバーシファイド ファンド」といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する円
建債券の組入比率を概ね高位に保つ運用を行いました。

＜円建債券と「FRM Diversified MA Fund Limited」の連動性＞
基準価額への反映期間（2017年10月５日～2018年10月５日）のパフォーマンス
FRM ダイバーシファイド ファンド △1.9％
円建債券 △2.2％
差異 △0.3％
差異の要因は、円建債券の管理報酬です。
管理報酬控除後の円建債券のパフォーマンスは概ねFRM ダイバーシファイド ファンドのパフォーマンスに連動し
ています。

投資環境

当ファンドのポートフォリオ

※2017年９月29日～2018年９月28日のFRM ダイバーシファイド ファンドの
大戦略別収益寄与度です｡

※2018年９月28日時点のFRM ダイバーシファイド ファンドの大戦略別リス
ク配分です｡
なお､各戦略については､後掲｢各戦略の概要/特徴｣をご参照ください｡

レラティブ・バリュー
23.8％

クレジット
13.3％

株式ロング・ショート
23.7％

グローバル・マクロ
8.5％

オーバーレイ
25.2％

大戦略別リスク配分

△0.2％

0.6％

0.5％

△0.1％

0.7％

△0.4

△0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

レラティブ・
バリュー

クレジット 株式ロング・
ショート

グローバル・
マクロ

オーバーレイ

（％） 大戦略別収益寄与度
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各戦略の概要／特徴
大戦略 小戦略 概要／特徴

レラティブ・バリュー

イベント裁定
合併／買収（Ｍ＆Ａ）、事業分離、リストラといった企業活動が株価に与える影響に
着目して該当企業のロング／ショートを行う。買収される企業をロングし、買収する
企業をショートする、買収／合併裁定取引が一般的。

統計分析裁定
コンピューターの統計モデルによって算出された理論価格と市場価格が乖離して
いる銘柄をロング／ショートし、株式市場全体の変動からの影響を中立化しながら
収益獲得を狙う。

ボラティリティ裁定 転換社債や株式オプションを投資対象として、株式市場全体の変動からの影響を
中立化しながらボラティリティの変動による収益獲得を狙う。

債券裁定 同一／類似発行体の異なる債券間の利回り格差やイールドカーブの適正水準へ
の回帰への動きなどに着目したトレーディングからの収益獲得を狙う。

株式ロング・ショート

ロング・バイアス ロング・ポジションをショート・ポジションよりも多く保有
（＝ネット・ポジションは常時ロング）

ロー・ネット・バイアス ロング・ポジションとショート・ポジションを概ね同じ程度保有
（＝ネット・ポジションは概ねゼロ近辺）

バリアブル・バイアス ロング・ポジションとショート・ポジションの差が可変的
（＝ネット・ポジションは可変的）

クレジット

クレジット・ロング・ショート

ハイイールド級の企業のクレジット（社債／銀行貸付債権等）やクレジット・デフォル
ト・スワップ（ＣＤＳ）等を中心にロング／ショートを行う。
近年はソブリン・クレジット（国債／ＣＤＳ等）も投資対象としている。
ショート・ポジションの構築も積極的に行い、クレジット・バリューと比べてより機動的
なトレーディングを行う。

クレジット・バリュー

破綻状態もしくはそれに近い状態にある企業のクレジット（社債／銀行貸付債権
等）や株式に対して選別的に投資を行う。
必要に応じて投資先企業の経営再建にも携わる。
ショート・ポジションの構築は限定的。

グローバル・マクロ

グローバル・トレーディング
マクロ要因の分析に基づいて各資産価格の値動きを予測し、値上がり／値下がり
が見込まれる資産をロング／ショートする。
主に先進国の金融資産を投資対象とする。

マネージド・フューチャーズ
足元までの各資産価格の値動きをコンピュータによって分析し、値上がり／値下
がりが見込まれる資産をロング／ショートする。
価格トレンドの追随によって収益獲得を狙うものが大半。

新興国運用 新興国のマクロ要因の分析に特化し、主に新興国の金融資産を投資対象とする。

国際商品運用 世界経済全体の動きとは独立した値動きをする国際商品の需給分析に特化し、
主にそれぞれの得意分野の商品を投資対象とする。

イディオシンクラティック イディオシンクラティック 特定セクターにあてはまらない運用戦略。

オーバーレイ
ヘッジ 市場下落時の保険的戦略を複数で運用している戦略。

オルタナテイブベータ 市場に構造的に存在する非効率性やリスク・プレミアムに対して、低コストで機動
的にかつ透明性の高い形でアクセスする定量運用戦略。

＜FRM ダイバーシファイド ファンドについては、FRM Investment Management Limitedからの情報に基づき掲載しています。＞

当ファンドのポートフォリオ
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○組入ファンド
当期末

2018年10月10日
FRM ダイバーシファイド リンク マザーファンド 99.7％
その他 0.3％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません｡

当ファンドの組入資産の内容

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分

親投資信託証券
99.7％

その他
0.3％

○資産別配分

当ファンドのベンチマークとの差異
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基準価額水準､市況動向等を考慮して､収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡

（１万口当たり・税引前）

項目
第4期

2017年10月11日～2018年10月10日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 0.01
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

ＦＲＭ ダイバーシファイド リンク マザーファンド受益証券への投資を通じて、ゴールドマン・サックス・インターナショ
ナルによって設立された海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券に投資し、FRM Investment 
Management Limited が実質的に運用する外国投資信託証券「FRM Diversified MA Fund Limited」の
基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月11日～2018年10月10日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 19円 0.194％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,700円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （15） （0.151） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （3） （0.032） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 － －
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｃ） 有価証券取引税 － －
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 4 0.041
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.036） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （1） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 23 0.235
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

基準価額の主な変動要因

基準価額は、期初から18年１月までは上昇基調となりましたが、その後２月から期末にかけては下落に転じました。
戦略別には、オーバーレイ戦略、クレジット戦略、株式ロング・ショート戦略から収益を獲得しましたが、レラティブ・バ
リュー戦略およびグローバル・マクロ戦略から損失が発生しました。
オーバーレイ戦略では、小型株および高クオリティ株のロング、大型および低クオリティ株のショートなどから収益を
獲得しました。
クレジット戦略では、事業再生過程にある米国のカジノ運営会社のロング、親子上場会社間のロング・ショート取引
などから収益を獲得しました。
株式ロング・ショート戦略では、欧州航空会社、ドイツなどの金融機関のロング、英国の公共投資依存度の大きい
企業群のショートなどから収益を獲得しました。
レラティブ・バリュー戦略では、統計分析裁定運用で、欧州やアジアの個別株式を対象とした取引から損失を計上
しました。
グローバル・マクロ戦略では、価格トレンドの追随を行う定量運用で、主要先進国の株価指数のロングなどから損失
を計上しました。

2017/10
11 12 2018/1 9 1082 3 4 5 6 7

第5期首 第5期末
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第5期首：10,233円
第5期末：10,037円
騰落率：△1.9％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)
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投資環境

当期は、米国内の堅調な経済指標や企業業績、大型ハイテク株の業績改善期待等を背景に、米国株を主導に世
界の株式市場は上昇しました。一方で、米国株指数のボラティリティ急騰に伴う世界的な株安の連鎖（「ＶＩＸショッ
ク」の発生）、イタリアの財政問題やトルコ、アルゼンチンといった一部新興国の経済に対する懸念の高まり、米国・
中国間に代表される世界的な貿易摩擦問題の浮上等をきっかけに、短期的に市場が大きく変動する場面も見られ
ました。

当ファンドのポートフォリオ

FRM Investment Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託証券「FRM Diversified MA 
Fund Limited」（以下「FRM ダイバーシファイド ファンド」といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する円
建債券の組入比率を概ね高位に保つ運用を行いました。

＜円建債券と「FRM Diversified MA Fund Limited」の連動性＞
基準価額への反映期間（2017年10月５日～2018年10月５日）のパフォーマンス
FRM ダイバーシファイド ファンド △1.9％
円建債券 △2.2％
差異 △0.3％
差異の要因は、円建債券の管理報酬です。
管理報酬控除後の円建債券のパフォーマンスは概ねFRM ダイバーシファイド ファンドのパフォーマンスに連動し
ています。

※2017年９月29日～2018年９月28日のFRM ダイバーシファイド ファンドの
大戦略別収益寄与度です｡

※2018年９月28日時点のFRM ダイバーシファイド ファンドの大戦略別リス
ク配分です｡
なお､各戦略については､後掲｢各戦略の概要/特徴｣をご参照ください｡

レラティブ・バリュー
23.8％

クレジット
13.3％

株式ロング・ショート
23.7％

グローバル・マクロ
8.5％

オーバーレイ
25.2％

大戦略別リスク配分

△0.2％

0.6％

0.5％

△0.1％

0.7％

△0.4

△0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8
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バリュー

クレジット 株式ロング・
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グローバル・
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（％） 大戦略別収益寄与度
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当ファンドのポートフォリオ

各戦略の概要／特徴
大戦略 小戦略 概要／特徴

レラティブ・バリュー

イベント裁定
合併／買収（Ｍ＆Ａ）、事業分離、リストラといった企業活動が株価に与える影響に
着目して該当企業のロング／ショートを行う。買収される企業をロングし、買収する
企業をショートする、買収／合併裁定取引が一般的。

統計分析裁定
コンピューターの統計モデルによって算出された理論価格と市場価格が乖離して
いる銘柄をロング／ショートし、株式市場全体の変動からの影響を中立化しながら
収益獲得を狙う。

ボラティリティ裁定 転換社債や株式オプションを投資対象として、株式市場全体の変動からの影響を
中立化しながらボラティリティの変動による収益獲得を狙う。

債券裁定 同一／類似発行体の異なる債券間の利回り格差やイールドカーブの適正水準へ
の回帰への動きなどに着目したトレーディングからの収益獲得を狙う。

株式ロング・ショート

ロング・バイアス ロング・ポジションをショート・ポジションよりも多く保有
（＝ネット・ポジションは常時ロング）

ロー・ネット・バイアス ロング・ポジションとショート・ポジションを概ね同じ程度保有
（＝ネット・ポジションは概ねゼロ近辺）

バリアブル・バイアス ロング・ポジションとショート・ポジションの差が可変的
（＝ネット・ポジションは可変的）

クレジット

クレジット・ロング・ショート

ハイイールド級の企業のクレジット（社債／銀行貸付債権等）やクレジット・デフォル
ト・スワップ（ＣＤＳ）等を中心にロング／ショートを行う。
近年はソブリン・クレジット（国債／ＣＤＳ等）も投資対象としている。
ショート・ポジションの構築も積極的に行い、クレジット・バリューと比べてより機動的
なトレーディングを行う。

クレジット・バリュー

破綻状態もしくはそれに近い状態にある企業のクレジット（社債／銀行貸付債権
等）や株式に対して選別的に投資を行う。
必要に応じて投資先企業の経営再建にも携わる。
ショート・ポジションの構築は限定的。

グローバル・マクロ

グローバル・トレーディング
マクロ要因の分析に基づいて各資産価格の値動きを予測し、値上がり／値下がり
が見込まれる資産をロング／ショートする。
主に先進国の金融資産を投資対象とする。

マネージド・フューチャーズ
足元までの各資産価格の値動きをコンピュータによって分析し、値上がり／値下
がりが見込まれる資産をロング／ショートする。
価格トレンドの追随によって収益獲得を狙うものが大半。

新興国運用 新興国のマクロ要因の分析に特化し、主に新興国の金融資産を投資対象とする。

国際商品運用 世界経済全体の動きとは独立した値動きをする国際商品の需給分析に特化し、
主にそれぞれの得意分野の商品を投資対象とする。

イディオシンクラティック イディオシンクラティック 特定セクターにあてはまらない運用戦略。

オーバーレイ
ヘッジ 市場下落時の保険的戦略を複数で運用している戦略。

オルタナテイブベータ 市場に構造的に存在する非効率性やリスク・プレミアムに対して、低コストで機動
的にかつ透明性の高い形でアクセスする定量運用戦略。

＜FRM ダイバーシファイド ファンドについては、FRM Investment Management Limitedからの情報に基づき掲載しています。＞
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ ＳＩＧＮＵＭ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ ０％ ０５/１２/２５ ケイマン諸島 97.0％
２ ─── － －
３ ─── － －
４ ─── － －
５ ─── － －
６ ─── － －

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ ─── － －
８ ─── － －
９ ─── － －
10 ─── － －

組入銘柄数 1
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

円
100.0%

○通貨別配分

ケイマン諸島
100.0％

○国別配分
その他
3.0％

国内債券
97.0％

○資産別配分

○上位10銘柄
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今後の運用方針

主として、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社の発行する円建債
券への投資を通じて、FRM Investment Management Limitedが実質的に運用する外国投資信託証券
「FRM Diversified MA Fund Limited」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月11日～2018年10月10日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 －円 －％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 ４ 0.036
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （4） （0.036） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 4 0.036
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,333円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2018年２月７日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額は下落しました。米国一強相場といわれる中、米国を中心とする先進国株式へと投資する外国株式最
小分散戦略がプラスに寄与しましたが、外部環境の不透明感から期待成長率の高い中小型株式へと投資するリ
ビジョン＆バリュー戦略が不芳となりました。加えて、中国関連銘柄へと投資するリサーチマーケットニュートラル戦
略も中国経済の鈍化懸念からマイナスリターンとなりました。

基準価額等の推移

第6期首 第6期末
3 4 5 76 98 1110 2019/1 212
2018/2

0

1,000

2,000

3,000

4,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

第6期首：10,000円
第6期末：9,472円（既払分配金0円）
騰落率：△5.3％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額の主な変動要因
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投資環境

当期の前半は、米中の貿易摩擦激化懸念が相場の重石となった一方で、円安の進展を受けて株価の底堅さが増
したことから一進一退の展開となりました。しかし、後半は、米中貿易摩擦の激化や世界的な景気減速懸念から企
業業績に下方修正懸念が強まったことから株価は大幅に下落しました。１月以降は、米国株式の反発を受けて上
昇に転じ期を終えました。

当期初から７月にかけては、長期国債利回りは狭いレンジでの推移となりました。７月には日銀が長期金利の変動幅
拡大を許容する姿勢を見せたことを材料に利回りは急速に上昇しました。ただ、当期の終盤にかけては、世界経済
の先行き不透明感の強まりや各国金融政策の慎重姿勢への転換を受けて低下に転じ、10年国債利回りは０％を
下回る水準で期を終えました。

当期の前半は、米中貿易摩擦への懸念がくすぶりながらも堅調な企業業績を確認しながら緩やかに上昇し、ダウ
工業30種平均は過去最高値を更新する展開となりました。しかし、10月以降は金利上昇への警戒感を発端に大
幅下落に転じ、年末にかけては世界景気の先行き不透明感の拡がりが投資家の慎重姿勢に拍車を掛け、下落が
一段と進みました。１月以降は、米国の金融政策方針の柔軟化を受けて過度な悲観論が後退し、大幅に反発して
期を終えました。

当期の前半は、米政権が保護主義的傾向を強め、とりわけ貿易摩擦激化が懸念される環境下、利回りはレンジで
の推移となりました。当期半ばには米国経済の堅調さやＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利上げ姿勢を材料に利回り
は上昇しましたが、11月以降は世界経済の先行き不透明感が増したことや米金融政策が緩和的な方向に転換し
たことから利回りは低下に転じました。

ドル／円は、当期の序盤は米中貿易摩擦激化などを受け安全資産である円に資金が集まりましたが、その後は米
利上げ継続観測などを背景にドルが上昇し緩やかに円安が進む展開となりました。当期の後半は、米長期金利の
先高感が薄れたことから円高が進行しました。ユーロ／円は比較的狭いレンジでの推移が続きましたが、終盤には
ユーロ圏の景況感指標の悪化などを背景にユーロ安となりました。

国内株式市場

国内債券市場

外国株式市場

外国債券市場

外国為替市場
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当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド
世界の株式や債券に加え、先物取引や為替取引なども活用した様 な々運用戦略を組み合わせることでリスク分
散を図りました。また、戦略横断的なリスク管理を行うことで市場環境の変化に適切に対応し、戦略のエクス
ポージャーを調整するなど機動的な運用を行いました。なお、主要投資対象および主要取引対象への投資は、
投資信託証券を通じても行いました。
当期末時点での採用戦略は以下の通りです。

・ＴＣＡ戦略
過去のリターン傾向やマクロ経済動向などを基に市場の中長期的なトレンドを捉えようとする戦略です。流動性
の高い日本・米国・欧州の債券先物、株式先物を投資対象とします。

・通貨アロケーション戦略
通貨間の金利差、貿易・経常収支による需給や物価水準などに着目することで、幅広い時間軸での通貨の動き
を捉えて安定した収益獲得を目指す戦略です。

・株主還元リサーチ戦略
業績安定度の高い企業の中から、増配や自社株買いなど持続的な株主還元拡大が期待できる銘柄に投資する
ことで、低ボラティリティと高株価リターンの両立を目指す戦略です。

・リビジョン＆バリュー戦略（Ｒ＆Ｖ戦略）
ＧＡＲＰ型の現物株式ロングポジションにＴＯＰＩＸ先物のショートカバーを組み合わせたロングショート戦略です。
リビジョン（業績修正）効果、バリュー効果によって高いリターンが見込まれる銘柄を選別します。

・αフォーカス戦略
類似した２銘柄間のロング・ショートポジションを通じ、収益獲得を狙う戦略です。
企業のファンダメンタルの違いや銘柄間の一時的な価格の乖離に着目しペアを構築します。

－ 283 －

03_添付ファンド_9pt_761236 .indd   28303_添付ファンド_9pt_761236 .indd   283 2019/03/31   16:57:222019/03/31   16:57:22



当ファンドのポートフォリオ

・クオンツバリュー戦略
ＰＢＲ割安銘柄で構成されるロングポジションにＴＯＰＩＸ先物のショートカバーを組み合わせたクオンツタイプのロ
ングショート戦略です。

・リサーチマーケットニュートラル戦略
社会や産業構造の変化に着目した投資テーマを切り口に銘柄を選別します。現物株式ロングポジションにＴＯＰＩＸ
先物のショートカバーを組み合せたマーケットニュートラル戦略です。なお、本戦略の株式への投資は、日本株式
リサーチ・マーケット・ニュートラル　マザーファンドを通じて行います。

・中小型株戦略
中小型株式市場のプレミアムと高い成長性を、ファンドマネージャーの銘柄選択を通じてより効率的に享受する
戦略です。なお、本戦略はJapan Small Cap Fundへの投資を通じて行います。

・外国株式最小分散戦略
過去のリスクが小さい銘柄ほど、その後の実績リターンが大きくなる「ローリスク・ハイリターン」のアノマリー現
象に着目した銘柄群でポートフォリオを構成し、高い運用効率を狙う戦略です。

・ゴールド投資戦略
金ＥＴＦに投資し（通常の投資環境においては原則として組入比率０～５％程度を想定）、インフレ懸念の台頭や
金融市場を揺るがす出来事が発生した場合に実質的な資産価値の保全を図る戦略です。
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当ファンドの組入資産の内容

○ロング上位10銘柄
順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ 外国株式最小分散インデックスマザーファンド 日本 15.5％
２ 日本株式リサーチ・マーケット・

ニュートラル マザーファンド 日本 12.5％
３ SPDR GOLD SHARES ETF アメリカ 4.8％
４ Japan Small Cap Fund－Class A JPY アイルランド 3.0％
５ Japan Small Cap Fund－Class B JPY アイルランド 1.6％
６ 村田製作所 日本 0.9％
７ 三菱商事 日本 0.7％
８ 信越化学工業 日本 0.6％
９ ソフトバンクグループ 日本 0.6％
10 レンゴー 日本 0.6％

組入銘柄数 319
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

○ショート上位10銘柄
順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ 東証株価指数先物 1903 日本 △28.6％
２ S＆P 500 EMIN 1903 アメリカ △2.0％
３ DAX INDEX FU 1903 ドイツ △0.5％
４ ヒロセ電機 日本 △0.1％
５ ファーストリテイリング 日本 △0.1％
６ 安川電機 日本 △0.1％
７ パナソニック 日本 △0.1％
８ ローソン 日本 △0.1％
９ マブチモーター 日本 △0.1％
10 コーセー 日本 △0.1％

組入銘柄数 64
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

○通貨別配分

30.1％
△0.5％

△2.0％

32.7％

4.6％

4.8％

27.9％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

短期金融資産等
（日本）

株式先物
（ドイツ）

株式先物
（アメリカ）

株式先物
（日本）

信用取引売建
（日本）

株式現物
（日本）

投資信託証券
（アイルランド）
投資信託証券
（アメリカ）

親投資信託証券
（日本）

△3.7％

△28.6％

△40％ △20％ △10％△30％

○資産・国別配分
米ドル
5.6％

ユーロ
1.0％

円
93.4％

（注）資産・国別配分、通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。また、オフバランス取引を行っているため、資産・国別配
分の合計は100％となりません。
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当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（１万口当たり・税引前）

項目
第６期

2018年２月８日～2019年２月７日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 75
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、有価証券先物取引、有価証券指数先物取引、オ
プション取引、スワップ取引（トータル・リターン・スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為
替先渡取引、クレジットデリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、主
要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通じて行うことがあります。
ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信用取引による株式の売付や債券の空売り
を用いる運用戦略を含みます。

当ファンドのベンチマークとの差異

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2018年2月8日～2019年2月7日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 84円 0.864％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,740円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （63） （0.648） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （11） （0.108） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （11） （0.108） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 2 0.018
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （1） （0.007）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.001）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （1） （0.010）

（ｃ） 有価証券取引税 0 0.004
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （0） （0.003）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.000）

（ｄ） その他費用 33 0.335
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （1） （0.011） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （0） （0.002） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（信用取引等） （31） （0.322） 信用取引等は、信用取引で借りた株の配当金の未払金相当額及

び品貸料等
合計 119 1.221

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません（マザーファンドを除く）。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

基準価額の主な変動要因

現物株式ポートフォリオの騰落率が売り建てているＴＯＰＩＸ先物の騰落率を上回ったため、期末の基準価額は期
首比上昇しました。
業種構成では、ＴＯＰＩＸに対して機械、その他製品、電気機器のオーバーウェイトなどがプラスに寄与しました。一
方、情報・通信業、証券、商品先物取引業のオーバーウェイトや、卸売業のアンダーウェイトなどがマイナスに影響し
たものの、トータルではプラスとなりました。
個別銘柄では、ダイフク、島精機製作所、コーセー、東京エレクトロン、コスモエネルギーホールディングスなどがプ
ラスに寄与しました。一方、野村ホールディングス、エヌ・ティ・ティ・データ、ＳＵＢＡＲＵ、村田製作所、第一生命ホー
ルディングスなどがマイナスに影響したものの、トータルではプラスとなりました。

第2期首 第2期末2017/2
7 8 9 10 11 12 26 2018/13 4 5 0

100
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7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

第2期首：9,652円
第2期末：10,739円
騰落率：11.3％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)
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投資環境

国内株式市場は、北朝鮮をめぐる地政学リスクや米国長期金利の低下に伴う円高進行から下落して始まりました
が、仏大統領選挙が波乱なく通過すると投資家心理が改善し上昇基調に転じました。主要国の堅調な経済指標
や国内企業の好調な業績、衆議院選挙における与党の圧勝に加え、年末にかけては、米国の税制改革法案成立
への期待が高まったことや、欧州・米国の株式市場の上昇を受けて堅調に推移しました。年明け後も米国・中国の
良好な景気指標から上昇して始まりましたが、２月初旬に発表された米雇用統計で賃金の上昇が確認されるとイン
フレ懸念が台頭し、米国の長期金利が急上昇したことを発端に世界的な株価の急落につながりました。

当ファンドのポートフォリオ

現物株式に投資し、市場平均を上回る収益の獲得を追求するとともに、ほぼ同額のＴＯＰＩＸ先物取引の売り建て
を行うことで、株式市場全体の変動に起因する価格変動リスクの低減を図り、安定した収益獲得を目指しました。
当期は、現物株式ポートフォリオの業種構成について、機械、石油・石炭製品などを引き上げ、ＴＯＰＩＸに対して輸
送用機器のアンダーウェイト幅を縮小する一方、陸運業などを引き下げ、化学、その他製品などのオーバーウェイト
幅を縮小しました。
個別銘柄では、野村総合研究所、エヌ・ティ・ティ・データ、コスモエネルギーホールディングス、ソニー、ロームなどを
新規に組み入れ、ポーラ・オルビスホールディングス、ソフトバンクグループ、ダイフク、任天堂、ＳＵＢＡＲＵなどの組
入比率を引き下げました。
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当ファンドの組入資産の内容

（注）資産・国別配分、通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。また、オフバランス取引を行っているため、資産・国別配
分の合計は100％となりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

○通貨別配分

0% 50% 100%

短期金融資産等

日本株式先物

日本株式現物

△100% △50%

○資産・国別配分

円
100.0％

○ロング上位10銘柄
順位 銘柄名 国 組入比率
１ 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本 3.2％
２ トヨタ自動車 日本 3.1％
３ 島精機製作所 日本 2.6％
４ ファナック 日本 2.5％
５ 日本電産 日本 2.3％
６ コスモエネルギーホールディングス 日本 2.3％
７ 三井住友フィナンシャルグループ 日本 2.2％
８ キーエンス 日本 2.0％
９ 野村総合研究所 日本 1.9％
10 東京エレクトロン 日本 1.8％

組入銘柄数 79
(注)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡

○ショート上位10銘柄
順位 銘柄名 国 組入比率
１ 東証株価指数先物 1803 日本 △88.1％
２ ─── － －
３ ─── － －
４ ─── － －
５ ─── － －
６ ─── － －
７ ─── － －
８ ─── － －
９ ─── － －
10 ─── － －

組入銘柄数 1
(注)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡
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今後の運用方針

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資するとともに、株式市場全体の変動に起因する
投資信託財産の価格変動リスクを軽減するため、保有株式評価総額に概ね相当する株価指数先物取引の売建
てを行います。
株式の投資にあたっては、社会や産業構造の変化等に着目した投資テーマに沿って銘柄を選択し、ポートフォリオ
を構築します。

1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年2月21日～2018年2月20日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 ７円 0.069％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （7） （0.064）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （1） （0.005）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 0 0.000
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （－） （－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 7 0.069
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,211円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

基準価額の主な変動要因

期初から2018年８月中旬にかけて、イタリア財政や米中貿易摩擦への懸念の高まりを受けてリスク回避姿勢が強
まったことから、投資国の金利は概ね低下（債券価格は上昇）し、基準価額は上昇しました。８月下旬から10月上旬
にかけては、堅調な米経済指標を背景に米利上げ継続が意識されたことなどから、投資国の金利は概ね上昇（債
券価格は下落）し、基準価額は下落しました。その後期末にかけては、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）高官の発言を受
けて米利上げ継続観測が後退したことや世界景気の悪化懸念が高まったことを受けて、投資国の金利は概ね低
下したことから、基準価額は上昇しました。

第3期首 第3期末2018/2
9 10 11 12 22019/183 4 5 6 7 0
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第3期首：9,884円
第3期末：10,311円
騰落率：4.3％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)
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投資環境

投資国の金利は、期初から2018年８月中旬にかけて、イタリア財政や米中貿易摩擦への懸念の高まりを受けてリ
スク回避姿勢が強まったことから、概ね低下しました。８月下旬から10月上旬にかけては、堅調な米経済指標を背
景に米利上げ継続が意識されたことなどから、投資国の金利は概ね上昇しました。その後期末にかけては、ＦＲＢ高
官の発言を受けて米利上げ継続観測が後退したことや世界景気の悪化懸念が高まったことを受けて、投資国の
金利は概ね低下しました。

当ファンドのポートフォリオ

ＩＭＦ（国際通貨基金）が定義する先進国の債券の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の
金利水準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国および各銘柄への投資割合を決定しました。期初時点では、
為替ヘッジコストが低く、ロールダウン効果の高い欧州諸国を中心にポートフォリオに組み入れました。期末時点で
は、スウェーデン、オランダ、デンマーク、ドイツ、オーストリア、フィンランド、アイルランド、ベルギー、フランスを組み入
れています。なお、組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いました。
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当ファンドの組入資産の内容

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

○上位10銘柄

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

円
2.1％

ユーロ
68.2％

スウェーデンクローナ
18.0％

デンマーククローネ
11.7％

○通貨別配分

デンマーク
12.0％

オランダ
18.2％

スウェーデン
18.4％

その他
9.9％

ドイツ
11.6％

オーストリア
10.0％

フィンランド
10.0％

アイルランド
10.0％

○国別配分
その他
1.9％

外国債券
98.1％

○資産別配分

今後の運用方針

主として、先進国の債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関債等をいいます。）に投資します。
ポートフォリオの構築に当たっては、主として先進国の債券の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト
控除後の金利水準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国及び各銘柄への投資割合を決定します。
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うことにより為替変動リスクの低減を目指します。

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ NETHER 0.25% 07/15/25 オランダ 14.8％
２ DGB 1.75% 11/15/25 デンマーク 11.7％
３ DBR 0.25% 08/15/28 ドイツ 10.1％
４ SGB 0.75% 05/12/28 スウェーデン 9.7％
５ RFGB 0.5% 04/15/26 フィンランド 8.5％
６ SGB 2.5% 05/12/25 スウェーデン 8.3％

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ IRISH 1.7% 05/15/37 アイルランド 8.0％
８ RAGB 0.75% 10/20/26 オーストリア 6.1％
９ BGB 0.8% 06/22/25 ベルギー 4.0％
10 NETHER 0.75% 07/15/27 オランダ 3.0％

組入銘柄数 24
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2018年２月８日～2019年２月７日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 －円 －％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 3 0.025
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.025） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 3 0.025
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,123円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注）ベンチマークは､2017年７月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ最小分散インデックス（ＪＰＹ）（円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は小
幅に上昇しました。

基準価額等の推移

2017/7
2018/11098 11 12 32 4 5

設定日 第1期末
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設定日：10,000円
第1期末：10,085円
騰落率：0.9％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)

ベンチマーク(左軸)

基準価額の主な変動要因
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投資環境

ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ最小分散インデックス（ＪＰＹ）（円換算ベース）と連動する投資成果を目標として
運用を行いました。
（1）株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しま
した。

（2）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドのポートフォリオ

先進国株式市場は上昇しました。業績改善基調の継
続や世界景気に対する楽観的な見方が広がったこと、
米税制改革法案成立への期待を背景に投資家のリ
スク選好が強まったことを受けて、先進国株式市場は
上昇しました。しかし2018年２月以降は、平均時給の
高い伸びを受けた米長期金利の急上昇が嫌気された
ほか、米中貿易摩擦に対する懸念が強まったことなど
から、一時大きく下落しました。その後は、米中双方の
歩み寄りから貿易摩擦に対する過度の懸念が後退し、
先進国株式市場は期末にかけて持ち直す動きとなり
ました。
外国為替市場では、米国の保護主義的な通商政策
への懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、
円高・ドル安となりました。

400,000

450,000

500,000

550,000

設定日 当期末

ベンチマーク
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ INTUITIVE SURGICAL INC アメリカ 1.5％
２ MCDONALD'S CORP アメリカ 1.5％
３ NOVARTIS スイス 1.4％
４ JOHNSON & JOHNSON アメリカ 1.3％
５ VISA INC-CLASS A SHARES アメリカ 1.3％
６ NESTLE SA - REGISTERED スイス 1.3％

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ BECTON DICKINSON & CO アメリカ 1.2％
８ NEWMONT MINING CORP アメリカ 1.2％
９ WASTE MANAGEMENT INC アメリカ 1.2％
10 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS スペイン 1.2％

組入銘柄数 239
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

米ドル
63.8％

ユーロ
9.1％

スイスフラン
8.1％

カナダドル
7.5％

その他
4.9％

イギリスポンド
2.2％香港ドル

4.4％

○通貨別配分

アメリカ
64.2％

スイス
8.0％

カナダ
7.5％

香港
4.5％

ドイツ
2.9％

その他
10.8％

イギリス
2.1％

○国別配分

外国株式
98.6％

その他
1.4％

○資産別配分

○上位10銘柄

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね
連動しました。
差異の主な要因は、配当課税要因※、取引コスト要因
（いずれもマイナス要因）などです。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当
ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

0

1

2
（％）

第1期

基準価額
ベンチマーク
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主としてわが国を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ最小分散インデックス（JPY）（円換算ベース）
に連動する投資成果を目指します。

今後の運用方針

1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年7月25日～2018年5月10日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 １円 0.014％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （1） （0.013）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.001）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （0） （0.000）

（ｂ） 有価証券取引税 3 0.028
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （3） （0.027）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （0） （0.001）

（ｃ） その他費用 6 0.060
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （6） （0.060） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 10 0.102
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,152円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注）ベンチマークは、2017年３月16日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

当期末の基準価額は期首と比べて下落しました。
堅調な企業業績や総じて安定的に推移した経済環境から、特に業績が堅調な成長株主導で市場は上昇しました。
このような環境下、期首のファクターウェイトが最も高位にあった資産性のウェイトを低下させる一方、収益性、成
長性のウェイトを高めました。しかし、資産性の有効性が、主に2017年３月から５月に低迷したことや、2018年１月
以降、収益性の有効性がマイナスとなったことに加え、市場が大きく上昇する中、ショートサイドでの個別銘柄選択
がマイナスに影響したことから、当ファンドの基準価額は下落しました。
個別銘柄では、高価格帯化粧品の販売が好調なコーセーや、高齢化などを背景にカテーテルの販売拡大が期待
される日本ライフラインのショートポジションなどがマイナスに影響しました。

基準価額等の推移

10
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第14期首：12,208円
第14期末：11,352円
騰落率：△7.0％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)

ベンチマーク(左軸)

基準価額の主な変動要因
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国内株式市場は、堅調な企業業績や総じて安定的に推移した経済環境などに加え、中国をはじめとした自動化投
資に支えられたＦＡ（ファクトリーオートメーション）関連や、ＩｏＴ（モノのインターネット化）やフィンテック（ＩＴ技術を
使った新たな金融サービス）を背景とした半導体関連など業績堅調な成長株主導で上昇しました。しかし、年明け
以降は、米国での利上げ加速懸念、トランプ米大統領による保護主義的な発言などによって下落し、その後は上値
の重い展開となりました。

三井住友信託銀行の助言に基づき、企業価値を多面的に捉える３指標（資産性、収益性、成長性）を組み合わせ
た独自モデルに基づき投資銘柄を選別し、現物株式の買い（ロングポジション）と信用取引の売り建て（ショートポジ
ション）を組み合わせることで、中長期的な信託財産の成長を目指し運用を行いました。
当期中は、「資産」「収益」「成長」のメイン３指標にサブ指標を加えたクオンツモデル運用に基づき、魅力度が上昇
した銘柄を買い付け、魅力度が低下した銘柄を売却し、銘柄入れ替えを実施しました。

投資環境

当ファンドのポートフォリオ
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当ファンドの組入資産の内容

○ロング上位10銘柄
順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ 小野薬品工業 日本 0.9％
２ キーエンス 日本 0.9％
３ 資生堂 日本 0.9％
４ 任天堂 日本 0.9％
５ オリックス 日本 0.8％
６ リクルートホールディングス 日本 0.8％
７ 三菱ケミカルホールディングス 日本 0.8％
８ 丸紅 日本 0.8％
９ ローム 日本 0.8％
10 ＳＭＣ 日本 0.8％

組入銘柄数 232
(注)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡

○ショート上位10銘柄
順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ 良品計画 日本 △0.9％
２ サントリー食品インターナショナル 日本 △0.9％
３ 日本取引所グループ 日本 △0.8％
４ オリンパス 日本 △0.8％
５ 三井物産 日本 △0.8％
６ 日産自動車 日本 △0.8％
７ 住友商事 日本 △0.8％
８ アステラス製薬 日本 △0.8％
９ キリンホールディングス 日本 △0.8％
10 ＨＯＹＡ 日本 △0.8％

組入銘柄数 230
(注)組入比率は､純資産総額に対する評価額の割合です｡

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

円
100.0%

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分

その他

信用取引売建

国内株式

△100% △50% 0% 50% 100%

○資産別配分
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以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドのベンチマークとの差異

企業価値を多面的に捉える３指標（資産性、収益性、
成長性）を組み合わせた独自モデルに基づき銘柄選
択した結果、主に資産性、個別銘柄選択要因がマイ
ナスに影響しファンドのリターンは、ベンチマークを下
回りました。

0

△2
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△6

△8
第14期

（％）

△7.0％

△0.0％基準価額
ベンチマーク

企業価値を多面的に捉える複数の指標に基づき投資銘柄を選別し、買いポジションと売りポジションを組み合わせ
ることで、ベンチマークである日本円短期金利（無担保翌日物コール・ローン）に対する超過リターンを目指します。

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年３月17日～2018年３月16日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 0円 0.000％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （0） （0.000）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 255 2.165
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （－） （－） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（信用取引等） （255） （2.165） 信用取引等は、信用取引で借りた株の配当金の未払金相当額及

び品貸料等
合計 255 2.165

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（11,798円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2017年10月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

当期の基準価額は、期初から2018年１月までは欧米株式市場の堅調な推移などを受け上昇しましたが、その後は
米国長期金利の上昇や米中の貿易摩擦懸念などを背景に主要な株式市場が軟調に推移したことから下落しまし
た。４月以降、基準価額は持ち直したものの、当期末にかけては新興国通貨の下落やＦＲＢ（米連邦準備理事会）に
よる利上げ継続観測などを背景に軟調に推移する展開となりました。
当期間のパフォーマンスはマイナスとなりました。戦略別には、情報テクノロジーやヘルスケアなど特定のセクター
に特化したファンドから収益を獲得し米国株式ロング・ショート戦略がプラスに寄与したほか、オーバーレイ戦略も通
貨や債券関連のポジションが奏功しプラスに寄与しました。一方、アジア株式ロング・ショート戦略は中国株式市場
の下落を受けてマイナスに影響したほか、イベント・ドリブン戦略やボラティリティ裁定戦略も軟調に推移しマイナス
に影響しました。

基準価額等の推移

第3期首 第3期末
12 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 2018/1

2017/10
0

10
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11,500

第3期首：10,756円
第3期末：10,542円（既払分配金0円）
騰落率：△2.0％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額の主な変動要因
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欧米株式市場は、期初から景況感の改善などを受けて上昇して始まりましたが、2018年２月に米国金利の上昇な
どが嫌気され下落しました。その後は、新興国通貨の下落や米中貿易摩擦懸念から軟調に推移する場面も見られ
ましたが、米国の良好な経済指標や企業業績への期待などが下支え要因となり持ち直しました。当期末にかけて
は改めて米中貿易摩擦への懸念が広がったことや米国金利の上昇などを受けて下落する展開となりました。
外国為替市場は米中貿易摩擦懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が広がり３月にかけて米ドル安・円高が
進みましたが、その後は米国の利上げ継続観測などを背景に当期末にかけて米ドル高・円安が進みました。ユーロ・
円相場は英国のＥＵ（欧州連合）離脱問題やイタリアの財政問題などがユーロの下落要因となったものの、当期末
にかけてはＥＣＢ（欧州中央銀行）の金融政策正常化観測などからユーロは買い戻される展開となりました。

「KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド」受益証券を高位に組み入れる運用を行いました。

【「KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド」の運用経過】
Kairos  Investment  Management  Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS  MULTI-
STRATEGY FUND」（以下、「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」ということがあります。）の基準価額
の値動きに概ね連動する円建債券の組み入れを高位に保つ運用を行いました。

＜円建債券と「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」の連動性＞
基準価額への反映期間（2017年10月３日～2018年10月３日）のパフォーマンス
スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド △1.7％
円建債券 △1.9％
差異 △0.3％
差異の要因は、管理報酬等によるものです。
管理報酬控除後の円建債券のパフォーマンスは概ねスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドのパフォーマンス
に連動しています。

投資環境

当ファンドのポートフォリオ

－ 360 －

03_添付ファンド_9pt_761236 .indd   36003_添付ファンド_9pt_761236 .indd   360 2019/03/31   16:57:422019/03/31   16:57:42



当ファンドのポートフォリオ

※2017年10月３日～2018年10月３日のスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの投資戦略別寄与度です。
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△0.2％ △0.2％ △0.4％ △0.4％

△1.1％
△0.7％△0.6％

1.5％

投資戦略別寄与度

※配分比率は純資産総額に対する割合です。
※2018年10月３日時点のスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファン
ドの投資戦略別配分です。
なお､各戦略については､後掲｢各戦略の概要/特徴｣をご参照く
ださい｡

グローバル・マクロ
33.0％

米国株式ロング・ショート
27.2％

アジア株式ロング・ショート
9.3％

イベント・ドリブン
7.7％

グローバル株式ロング・ショート
5.8％

欧州株式ロング・ショート
3.2％

オーバーレイ
3.2％ 東欧株式

2.5％

アフリカ株式ロング・ショート
2.7％

ボラティリティ裁定
3.1％

投資戦略別配分
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各戦略の概要／特徴
戦略 ファンド数 概要／特徴

グローバル・マクロ 7
先進国のポジションを中心にポートフォリオを構築するファンドや新興国のポジションを中心に
ポートフォリオを構築するファンドに加えて、通貨戦略特化型のファンドや、株式への配分が多
いファンドなどに戦略を分散して投資を行い、戦略全体のリスク低減を図る。

米国株式ロング・ショート 8
ファンダメンタル分析に基づく銘柄選択で付加価値を追求するファンドに投資。情報技術やヘ
ルスケア、エネルギー等のセクターに特化したファンドに分散することで、全体として景気循環
リスクをヘッジする。

アジア株式ロング・ショート 2 中国を中心としたアジア株式の銘柄選択で付加価値を追求するファンドに投資。現在は２ファ
ンドに投資している。

イベント・ドリブン 2 従前より投資している欧州ファンドに加えて、南米を中心とした新興国のディストレスト債券に
投資するファンドへの投資を開始した。

グローバル株式ロング・ショート 1 先進諸国（日米欧）での財政出動や新興国の成長を背景とした資源価格の上昇を期待して、
主に資源セクターに特化したロングバイアスのファンドに投資している。

欧州株式ロング・ショート 1 銘柄選択で付加価値を追求するファンドに投資。株式市場の変動性の上昇が予想される環
境下、柔軟なエクスポージャー調整を行うファンドに投資している。

オーバーレイ 4
（ポジション）

原油・資源価格の上昇を期待して銅先物ロング、ノルウェークローネの対ユーロ・ロング、伊政
局不安による株式下落のヘッジとしてのイタリア国債ショート、米国株式ショートを行っている。

ボラティリティ裁定 1 先進国の株式市場のボラティリティ増大を予想して昨年より投資を継続している。引き続き株
式市場の変動リスクと下落リスクの両方に対処すべく、配分を継続している。

アフリカ株式ロング・ショート 1 南アフリカの政権交代に伴う経済・市場改革を背景とした景気回復に期待して、現在は１ファ
ンドに投資している。

東欧株式 1 原油価格の長期的上昇に伴うロシア経済の回復を期待して、主にロシア株式に投資するロン
グオンリーファンドに投資している。

＜スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドについては、Kairos Investment Management Ltd.からの情報に基づき掲載しています。＞

当ファンドのポートフォリオ
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○組入ファンド
当期末

2018年10月10日
KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド 99.9％
その他 0.1％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当ファンドの組入資産の内容

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
その他
0.1％

親投資信託証券
99.9％

○資産別配分

当ファンドのベンチマークとの差異

－ 363 －

03_添付ファンド_9pt_761236 .indd   36303_添付ファンド_9pt_761236 .indd   363 2019/03/31   16:57:432019/03/31   16:57:43



基準価額水準､市況動向等を考慮して､収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡

（１万口当たり・税引前）

項目
第３期

2017年10月11日～2018年10月10日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 726
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

KIM マルチストラテジー リンク マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・インターナショ
ナルによって設立された海外籍特別目的会社の発行する円建債券に投資し、Kairos  Investment 
Management Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS MULTI-STRATEGY FUND」の基準
価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月11日～2018年10月10日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 21円 0.194％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,744円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （16） （0.151） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （3） （0.032） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 － －
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｃ） 有価証券取引税 － －
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 3 0.031
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.025） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （1） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 24 0.225
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は、期初から2018年１月にかけては世界景気の改善などを背景に底堅く推移したものの、２月以
降は米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦懸念に加え、一部の新興国通貨の急落などを受けてリスクを抑制する
動きが広がり下落する展開となり、当期間全体のパフォーマンスはマイナスとなりました。
戦略別では、米国株式ロング・ショート戦略については、エネルギーやヘルスケア、テクノロジーといった特定セク
ターに特化したファンドや銘柄間格差に着目し収益機会を求めるアルファ追求型のファンドが収益を獲得し、プラス
に寄与しました。また、オーバーレイ戦略も期中の市場変動に応じた機動的なポジション調整が奏功し、プラスに寄
与しました。一方、特に当期の後半に新興国市場が不安定な動きとなったことを受けて、新興国市場のエクスポー
ジャーを有するアジア株式ロング・ショート戦略や東欧株式戦略、アフリカ株式ロング・ショート戦略などから損失が
発生し、パフォーマンスの押し下げ要因となりました。

第3期首 第3期末2017/8
329 10 11 12 2018/1 54 6 7 8 0

200

400

600

800

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

第３期首：10,390円
第３期末：10,350円
騰落率：△0.4％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)
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投資環境

当期の株式市場は、期初から2018年１月にかけては米国経済の堅調な推移が世界経済にも波及し、世界の景況
感が改善したことから株式市場は全般的に上昇しました。しかしながら、2018年２月以降は、米国長期金利の上昇
を嫌気し米国株式市場が下落すると、世界の株式市場も連鎖的に下落する展開となりました。その後は、米中貿
易摩擦懸念の高まりや、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）による追加利上げ観測およびＦＲＢの利上げ継続観測を受け
た新興国市場からの資金流出懸念の高まりなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり、神経質な市場環境のなか
株式市場は上値の重い展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

Kairos  Investment  Management  Ltd.が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS  MULTI-
STRATEGY FUND」（以下、「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」ということがあります。）の基準価額
の値動きに概ね連動する円建債券の組み入れを高位に保つ運用を行いました。

＜円建債券と「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」の連動性＞
基準価額への反映期間（2017年８月21日～2018年８月21日）のパフォーマンス
スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド △0.3％
円建債券 △0.5％
差異 △0.3％
差異の要因は、管理報酬等によるものです。
管理報酬控除後の円建債券のパフォーマンスは概ねスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドのパフォーマンス
に連動しています。
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当ファンドのポートフォリオ

※配分比率は純資産総額に対する割合です。
※2018年８月21日時点のスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファン
ドの投資戦略別配分です。
なお､各戦略については､後掲｢各戦略の概要/特徴｣をご参照く
ださい｡

グローバル・マクロ
33.3%

米国株式ロング・ショート
30.3%

アジア株式ロング・ショート
9.2%

イベント・ドリブン
8.4%

グローバル株式ロング・ショート
5.0%

ボラティリティ裁定
3.4%

東欧株式
3.1%

欧州株式ロング・ショート
3.1%

アフリカ株式ロング・ショート
2.9%

オーバーレイ
2.4%

投資戦略別配分

※2017年８月21日～2018年８月21日のスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの投資戦略別寄与度です。
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当ファンドのポートフォリオ

各戦略の概要／特徴
戦略 ファンド数 概要／特徴

グローバル・マクロ 7
非株式戦略の中核を担うべく配分を増やし、先進国中心のポジションを構築するファンド、新
興国ポジションを中心にポートフォリオを構築するファンド、通貨戦略特化型のファンド等、複数
の戦略に分散して戦略全体のリスク低減を図っている。

米国株式ロング・ショート 7 エネルギー、金融、ヘルスケア、テクノロジー等特定セクターに特化したファンドとアルファ創出
に注力するファンドに投資している。

アジア株式ロング・ショート 2 中国を中心としたアジア株式の銘柄選択で付加価値を追求するファンドに投資。現在２ファン
ドに投資している。

イベント・ドリブン 3 欧州株式に注力するファンド、南米債券に主に投資するファンド、仮想通貨の収益機会を狙う
ファンドに投資している。

グローバル株式ロング・ショート 1 世界的な鉱工業生産の拡大サイクルを迎えており、主に資源セクターに特化したファンドに投
資している。

ボラティリティ裁定 1 株式市場のボラティリティ増大を予想して、昨年より投資している。市場のボラティリティの趨
勢をにらみつつ配分を適宜調整している。

東欧株式 1 原油価格の長期的上昇を背景としたロシア経済の回復を想定して投資している。
欧州株式ロング・ショート 2 欧州の銘柄選択に注力する２つのファンドに投資している。

アフリカ株式ロング・ショート 1 政権交代で開明派の新大統領が就任し、景気拡大が期待できる南アフリカ株式のロング・
ショート戦略に投資している。

オーバーレイ －
株式・債券・通貨市場のボラティリティの増大を想定し、さらに原油価格や先進国と新興国の
バリュエーション格差等の収益機会を求めるべく、機動的なオーバーレイ・ポジションを適宜構
築している。

＜スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドについては、Kairos Investment Management Ltd.からの情報に基づき掲載しています。＞
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ SIGNUM MILAN1 0％ 12/15/25 ケイマン諸島 96.2％
２ ─── － －
３ ─── － －
４ ─── － －
５ ─── － －
６ ─── － －

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ ─── － －
８ ─── － －
９ ─── － －
10 ─── － －

組入銘柄数 1
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

主として､ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社の発行する円建債
券への投資を通じて､Kairos Investment Management Ltd.が運用する外国投資信託証券｢SuMi-
KAIROS MULTI-STRATEGY FUND｣の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します｡

円
100.0%

○通貨別配分

ケイマン諸島
100.0％

○国別配分
その他
3.8％

国内債券
96.2％

○資産別配分

○上位10銘柄
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年8月26日～2018年8月27日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 －円 －％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 3 0.027
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.026） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 3 0.027
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,498円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2017年10月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額は2017年12月に一旦下落したものの、2018年１月以降は、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）による追加利上
げ観測が高まる中で債券市場、株式市場とも下落基調となりましたが各運用戦略が概ね安定的にアルファを獲得
した結果、基準価額は安定的に上昇しました。2018年３月以降、米中の通商問題や新興国の政治および経済へ
の懸念に焦点が当たる等、全般的に不透明感の強い市場環境となる中で、基準価額は下落しました。2018年７月
以降は、一部戦略においてアルファ獲得に苦戦した結果、基準価額が下落しました。
戦略別には、欧州イベント・ドリブンや欧州株式（中型）がプラスを牽引した一方、グローバル・マクロがマイナスに影
響しました。欧州イベント・ドリブンは、エミレーツ航空とのA380機受注にかかる覚書締結や良好な生産ガイダンス
が市場から評価され株価が上昇したことなど、2018年１月時点でエアバスのロングポジションを保有していたこと
等がプラスに貢献しました。欧州株式（中型）は、2018年４月時点でノルウェーの原油開発・サービス企業をロング
としていたこと等がプラスに寄与しました。一方、グローバル・マクロは、2018年４月以降米ドル高の流れが強まる中
で軟調推移となった金のロングポジション等がマイナスに影響しました。

基準価額等の推移

第3期首 第3期末
12 2 3 4 5 6 7 8 9 102018/1

2017/10
11 0

10

20
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40

9,000

9,500
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第3期首：10,395円
第3期末：10,205円（既払分配金0円）
騰落率：△1.8％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額の主な変動要因
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良好なファンダメンタルズ環境や米国税制改革に対する期待の高まり等を背景に、2018年１月まで株式市場は堅
調な推移となりました。しかしながら、ＦＲＢによる追加利上げ観測が高まる中で米金利が上昇し、マクロ経済への
影響が懸念され始めたこと等を受け、2018年２月に株式市場は大きく下落しました。その後、米中の通商問題や
新興国の政治および経済への懸念に焦点が当たる等、全般的に不透明感の強い市場環境となる中で株式市場
はもみ合いの展開が続いたものの、企業業績への期待等を背景に、2018年８月にかけて米国を中心に上昇しまし
た。一方、債券市場では、インフレ上昇懸念、ＦＲＢによる追加利上げ観測等を背景に、米国を中心に国債利回りが
上昇しました。

「ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド」受益証券を高位に組み入れる運用を行いました。

【「ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド」の運用経過】
ピクテグループの運用会社が運用する外国投資信託証券「Pictet TR ‒ Diversified Alpha」（以下「PTR ディ
バーシファイド・アルファ・ファンド」といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する円建債券の組み入れを概ね
高位に保つ運用を行いました。

＜円建債券と「PTR ディバーシファイド・アルファ・ファンド」の連動性＞
基準価額への反映期間（2017年10月５日～2018年10月５日）のパフォーマンス
PTR ディバーシファイド・アルファ・ファンド △1.4％
円建債券 △1.6％
差異 △0.3％
差異の要因は、管理報酬等によるものです。
管理報酬控除後の円建債券のパフォーマンスは概ねPTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドのパフォーマンス
に連動しています。

投資環境

当ファンドのポートフォリオ
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当ファンドのポートフォリオ
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運用戦略別配分

※配分比率は純資産総額に対する割合です。
※2018年９月末時点のPTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドの運用戦
略別配分です。
なお、各戦略については、後掲「各戦略の概要」をご参照ください。
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運用戦略別収益寄与度

※2017年10月11日～2018年10月10日のPTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドの運用戦略別収益寄与度です。
※グローバル消費関連株式は、2018年２月１日～2018年10月10日の寄与度です。
※世界株式Ⅱは、2018年３月７日～2018年10月10日の寄与度です。
※アジア株式（除く日本）は、2018年４月６日～2018年10月10日の寄与度です。
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当ファンドのポートフォリオ

各戦略の概要
戦略名 概要

アジア株式
日本を含むアジア株式市場におけるロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指す
マーケット・ニュートラル戦略。日本、中国、香港、韓国、台湾、タイなど流動性の高い市場を中心
に投資。

エマージング債券 エマージング債券市場における収益源泉（為替、金利等）からリターンの獲得を目指す、トータル
リターンアプローチの債券投資戦略。

グレーター・チャイナ株式 グレーター・チャイナ株式（中国、香港、台湾等）市場におけるロング、ショートの組み合わせからリ
ターンの創出を目指すマーケット・ニュートラル戦略。

グローバル・クオリティ株式 グローバルな株式を対象に企業の「クオリティ」に注目し、クオンツを駆使してポートフォリオを構
築するマーケット・ニュートラル戦略。大型株と流動性の高い銘柄を中心に投資。

グローバル・クレジット 主に流動性が高い投資適格債券を投資対象とするグローバル・クレジット投資戦略。デュレー
ション・リスクを極力抑制し、クレジット・スプレッドの相対価値取引によりリターンの創出を目指す。

グローバル・シクリカル株式 世界株式のうち景気循環セクターに注目し、ロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を
目指すマーケット・ニュートラル戦略。

グローバル・マクロ
潜在的な市場ストレスによるポートフォリオ全体のドローダウンリスク抑制、または既に存在する
市場ストレスを活用した収益獲得を目的に、投資政策委員会の裁量でマクロテーマに沿ったポ
ジションを構築する戦略。

グローバル債券レラティブバリュー
アンコンストレインド（投資制約の緩和された戦略）かつ柔軟なアプローチに基づく債券投資戦
略。ボラティリティを抑制しながら目標リターンの達成を目指す。（主なリターンの源泉は、為替、ク
レジット・スプレッド、金利等）

スイス株式 スイス株式市場におけるロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・
ニュートラル戦略。

欧州イベント・ドリブン 欧州大型株を中心としたカタリストに着目したマーケット・ニュートラル戦略。カタリストとして、
コーポレート・イベント（Ｍ＆Ａなど）、構造的な勝者と敗者（規制の変更による影響など）等に分類。

欧州株式（大型） 企業のファンダメンタル分析に基づき、欧州の大型株を中心としたロング、ショートの組み合わせ
からリターンの創出を目指す株式マーケット・ニュートラル戦略。

欧州株式（中型） 欧州の中型株を中心としたロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指す株式マー
ケット・ニュートラル戦略。

世界株式 ボトムアップのファンダメンタル分析とトップダウンのマクロ分析に基づき、グローバル株のロン
グ、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指す戦略。

日本株式 日本株式市場におけるロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・
ニュートラル戦略。

グローバル消費関連株式
グローバルな株式を対象に、主に消費、テクノロジー、メディア、通信等のセクターにおける消費
関連株式に注目し、ロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・ニュー
トラル戦略。

世界株式Ⅱ 企業のファンダメンタル分析に基づき、グローバルな株式を投資対象としたロング、ショートの組
み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・ニュートラル戦略。

アジア株式（除く日本） 企業のファンダメンタル分析に基づき、アジア株式（除く日本）を対象に流動性の高い大型株を
中心としたロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・ニュートラル戦略。

＜PTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。＞
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○組入ファンド
当期末

2018年10月10日
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド 99.8％
その他 0.2％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当ファンドの組入資産の内容

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
その他
0.2％

親投資信託証券
99.8％

○資産別配分

当ファンドのベンチマークとの差異

－ 387 －

03_添付ファンド_9pt_761236 .indd   38703_添付ファンド_9pt_761236 .indd   387 2019/03/31   16:57:492019/03/31   16:57:49



基準価額水準､市況動向等を考慮して､収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡

（１万口当たり・税引前）

項目
第３期

2017年10月11日～2018年10月10日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 443
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・インターナショ
ナルによって設立された海外籍特別目的会社の発行する円建債券に投資し、ピクテグループの運用会社が運用
する外国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目
指します。

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月11日～2018年10月10日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 20円 0.194％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は10,459円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （16） （0.151） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （3） （0.032） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 － －
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｃ） 有価証券取引税 － －
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 4 0.035
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.029） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （1） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 24 0.229
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

基準価額の主な変動要因

基準価額は、安定したマクロ環境や良好な企業業績の発表が観測される中で2017年11月にかけて上昇しました。
その後、2017年12月に一旦下落したものの、2018年１月以降は、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）による追加利上げ
観測が高まる中で債券市場、株式市場とも下落する中においても基準価額は安定的に上昇しました。2018年３月
以降、米中の通商問題や新興国の政治および経済への懸念に焦点が当たる等、全般的に不透明感の強い市場
環境となる中で、基準価額は下落しました。
戦略別には、日本株式や欧州イベント・ドリブンがプラスを牽引した一方、グローバル・マクロがマイナスに影響しまし
た。日本株式は、新商品の発売に対する期待から株価が上昇した任天堂のロングポジション等がプラスに寄与しま
した。欧州イベント・ドリブンは、2018年１～３月期決算において市場予想を上回ったスウェーデンの無線ネットワー
ク機器メーカー、エリクソンのロングポジション等が奏功しました。一方、グローバル・マクロは、米ドル高の流れが強
まる中で軟調推移となった金のロングポジション等がマイナスに影響しました。

第3期首 第3期末2017/8
329 10 11 12 2018/1 54 6 7 8 0
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第３期首：10,327円
第３期末：10,311円
騰落率：△0.2％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)
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投資環境

良好なファンダメンタルズ環境や米国税制改革に対する期待の高まり等を背景に、2018年１月まで株式市場は堅
調な推移となりました。しかしながら、ＦＲＢによる追加利上げ観測が高まる中で米金利が上昇し、マクロ経済への
影響が懸念され始めたこと等を受け、2018年２月に株式市場は大きく下落しました。その後、米中の通商問題や
新興国の政治および経済への懸念に焦点が当たる等、全般的に不透明感の強い市場環境となる中で株式市場
はもみ合いの展開が続いたものの、企業業績への期待等を背景に、2018年８月にかけて米国を中心に上昇しまし
た。一方、債券市場では、インフレ上昇懸念、ＦＲＢによる追加利上げ観測等を背景に、米国を中心に国債利回りが
上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ピクテグループの運用会社が運用する外国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」（以下「PTR ディ
バーシファイド・アルファ・ファンド」ということがあります。）の基準価額の値動きに概ね連動する円建債券の組み入
れを高位に保つ運用を行いました。

＜円建債券と「PTR ディバーシファイド・アルファ・ファンド」の連動性＞
基準価額への反映期間（2017年８月22日～2018年８月22日）のパフォーマンス
PTR ディバーシファイド・アルファ・ファンド 0.1％
円建債券 △0.1％
差異 △0.3％
差異の要因は、管理報酬等によるものです。
管理報酬控除後の円建債券のパフォーマンスは概ねPTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドのパフォーマンス
に連動しています。
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当ファンドのポートフォリオ
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運用戦略別配分

※配分比率は純資産総額に対する割合です。
※2018年７月末時点のPTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドの運用戦
略別配分です。
なお、各戦略については、後掲「各戦略の概要」をご参照ください。
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（％） 運用戦略別収益寄与度

※2017年８月26日～2018年８月27日のPTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドの運用戦略別収益寄与度です。
※グローバル消費関連株式は、2018年２月１日～2018年８月27日の寄与度です。
※世界株式Ⅱは、2018年３月７日～2018年８月27日の寄与度です。
※アジア株式（除く日本）は、2018年４月６日～2018年８月27日の寄与度です。
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当ファンドのポートフォリオ

各戦略の概要
戦略名 概要

アジア株式
日本を含むアジア株式市場におけるロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指す
マーケット・ニュートラル戦略。日本、中国、香港、韓国、台湾、タイなど流動性の高い市場を中心
に投資。

エマージング債券 エマージング債券市場における収益源泉（為替、金利等）からリターンの獲得を目指す、トータル
リターンアプローチの債券投資戦略。

グレーター・チャイナ株式 グレーター・チャイナ株式（中国、香港、台湾等）市場におけるロング、ショートの組み合わせからリ
ターンの創出を目指すマーケット・ニュートラル戦略。

グローバル・クオリティ株式 グローバルな株式を対象に企業の「クオリティ」に注目し、クオンツを駆使してポートフォリオを構
築するマーケット・ニュートラル戦略。大型株と流動性の高い銘柄を中心に投資。

グローバル・クレジット 主に流動性が高い投資適格債券を投資対象とするグローバル・クレジット投資戦略。デュレー
ション・リスクを極力抑制し、クレジット・スプレッドの相対価値取引によりリターンの創出を目指す。

グローバル・シクリカル株式 世界株式のうち景気循環セクターに注目し、ロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を
目指すマーケット・ニュートラル戦略。

グローバル・マクロ
潜在的な市場ストレスによるポートフォリオ全体のドローダウンリスク抑制、または既に存在する
市場ストレスを活用した収益獲得を目的に、投資政策委員会の裁量でマクロテーマに沿ったポ
ジションを構築する戦略。

グローバル債券レラティブバリュー
アンコンストレインド（投資制約の緩和された戦略）かつ柔軟なアプローチに基づく債券投資戦
略。ボラティリティを抑制しながら目標リターンの達成を目指す。（主なリターンの源泉は、為替、ク
レジット・スプレッド、金利等）

スイス株式 スイス株式市場におけるロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・
ニュートラル戦略。

欧州イベント・ドリブン 欧州大型株を中心としたカタリストに着目したマーケット・ニュートラル戦略。カタリストとして、
コーポレート・イベント（Ｍ＆Ａなど）、構造的な勝者と敗者（規制の変更による影響など）等に分類。

欧州株式（大型） 企業のファンダメンタル分析に基づき、欧州の大型株を中心としたロング、ショートの組み合わせ
からリターンの創出を目指す株式マーケット・ニュートラル戦略。

欧州株式（中型） 欧州の中型株を中心としたロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指す株式マー
ケット・ニュートラル戦略。

世界株式 ボトムアップのファンダメンタル分析とトップダウンのマクロ分析に基づき、グローバル株のロン
グ、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指す戦略。

日本株式 日本株式市場におけるロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・
ニュートラル戦略。

グローバル消費関連株式
グローバルな株式を対象に、主に消費、テクノロジー、メディア、通信等のセクターにおける消費
関連株式に注目し、ロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・ニュー
トラル戦略。

世界株式Ⅱ 企業のファンダメンタル分析に基づき、グローバルな株式を投資対象としたロング、ショートの組
み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・ニュートラル戦略。

アジア株式（除く日本） 企業のファンダメンタル分析に基づき、アジア株式（除く日本）を対象に流動性の高い大型株を
中心としたロング、ショートの組み合わせからリターンの創出を目指すマーケット・ニュートラル戦略。

＜PTR ディバーシファイド・アルファ・ファンドについては、運用会社からの情報に基づき掲載しています。＞
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ SIGNUM GENEVA1 0％ 12/15/25 ケイマン諸島 97.0％
２ ─── － －
３ ─── － －
４ ─── － －
５ ─── － －
６ ─── － －

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ ─── － －
８ ─── － －
９ ─── － －
10 ─── － －

組入銘柄数 1
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

主としてゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社の発行する円建債券
への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用する外国投資信託証券「Pictet TR - Diversified 
Alpha」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

円
100.0%

○通貨別配分

ケイマン諸島
100.0％

○国別配分
その他
3.0％

国内債券
97.0％

○資産別配分

○上位10銘柄
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年8月26日～2018年8月27日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 －円 －％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 3 0.029
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.029） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 3 0.029
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（10,488円）で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2017年10月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

当期の基準価額は下落しました。コモディティや通貨セクターから収益を獲得したものの、株式セクターから損失が
発生しました。株式セクターでは、2018年２月に世界の株式市場が下落する中でラッセル2000指数や韓国ＫＯＳＰＩ
指数のロングポジションのほか、ボラティリティ急騰を受けてＶＩＸ指数のショートポジションがマイナスに影響しまし
た。３月には米中貿易摩擦の激化懸念などから主要国の株式市場が下落する中、Ｓ＆Ｐ500指数、ハンセン指数な
どのロングポジションがマイナスに影響しました。10月は米株を中心としたグローバルな株価の急落が発生し、ナス
ダック100指数、Ｓ＆Ｐ500指数などのロングポジションがマイナスに影響しました。コモディティセクターでは、2017
年10月に中国の景気見通しについて強気な見方が浮上したことなどから上昇した銅や、ガソリン車の排ガス浄化
需要の拡大見通しなどから上昇したパラジウムのロングポジションがプラス寄与しました。12月は天然ガスのショー
トポジションや、原油のロングポジションがプラス寄与しました。

基準価額等の推移

第3期首 第3期末
12 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 2018/1
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第3期首：8,597円
第3期末：8,319円（既払分配金0円）
騰落率：△3.2％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額の主な変動要因
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株式市場は、2018年２月から３月にかけて米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦激化に対する懸念などから下落
しました。その後は底堅い経済指標などを背景に米国株式主導で上昇しましたが、期末にかけては米国長期金利
上昇や米中貿易摩擦問題への懸念などから下落する展開となりました。債券市場では、堅調な経済指標や米国
利上げへの警戒感などを背景に米国長期金利が上昇基調で推移しました。一方でイタリアの財政不安への懸念
などからドイツ長期金利の上昇幅は限定的でした。商品市場は、まちまちとなりました。原油はＯＰＥＣ（石油輸出国
機構）の会合結果などを背景に上昇基調で推移しました。

「MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド」受益証券を高位に組み入れる運用を行いました。

【「MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド」の運用経過】
AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下、「MAN 
AHLファンド」といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する円建債券の組み入れを概ね高位に保つ運用を
行いました。

＜円建債券と「MAN AHLファンド」の連動性＞
基準価額への反映期間（2017年10月6日～2018年10月5日）のパフォーマンス
MAN AHLファンド △2.44％
円建債券 △2.67％
差異 △0.24％
差異の要因は、管理報酬等によるものです。
管理報酬控除後の円建債券のパフォーマンスは概ねMAN AHLファンドのパフォーマンスに連動しています。

投資環境

当ファンドのポートフォリオ

※2018年９月29日時点のMAN AHLファンドのセクター別リスク配分です。 ※2017年10月11日～2018年10月10日のMAN AHLファンドのセクター
別収益寄与度です。
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＜MAN AHLファンドについては、AHL Partners LLPからの情報に基づき掲載しています。＞
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○組入ファンド
当期末

2018年10月10日
MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド 105.4％
その他 △5.4％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため､ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません｡

当ファンドの組入資産の内容

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
その他
△5.4％

親投資信託証券
105.4％

○資産別配分

当ファンドのベンチマークとの差異
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基準価額水準､市況動向等を考慮して､収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡

（１万口当たり・税引前）

項目
第3期

2017年10月11日～2018年10月10日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 0.00
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてＵＢＳ ＡＧ ロンドン支
店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外
国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を
目指します。

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月11日～2018年10月10日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 17円 0.194％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は8,603円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （13） （0.151） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.011） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （3） （0.032） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 － －
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｃ） 有価証券取引税 － －
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 4 0.041
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.036） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （0） （0.005） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 21 0.235
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は下落しました。コモディティや通貨セクターから収益を獲得したものの、株式セクターから損失が
発生しました。株式セクターでは、2018年２月に世界の株式市場が下落する中でラッセル2000指数や韓国ＫＯＳＰＩ
指数のロングポジションのほか、ボラティリティ急騰を受けてＶＩＸ指数のショートポジションがマイナスに影響しまし
た。３月には米中貿易摩擦の激化懸念などから主要国の株式市場が下落する中、Ｓ＆Ｐ500指数、ハンセン指数な
どのロングポジションがマイナスに影響しました。10月は米株を中心としたグローバルな株価の急落が発生し、ナス
ダック100指数、Ｓ＆Ｐ500指数などのロングポジションがマイナスに影響しました。コモディティセクターでは、2017
年10月に中国の景気見通しについて強気な見方が浮上したことなどから上昇した銅や、ガソリン車の排ガス浄化
需要の拡大見通しなどから上昇したパラジウムのロングポジションがプラス寄与しました。12月は天然ガスのショー
トポジションや、原油のロングポジションがプラス寄与しました。

第3期首 第3期末2017/10
32 9 1011 12 2018/1 54 6 7 8 0

200
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

第３期首：8,785円
第３期末：8,519円
騰落率：△3.0％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)
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投資環境

株式市場は、2018年２月から３月にかけて米国長期金利の上昇や米中貿易摩擦激化に対する懸念などから下落
しました。その後は底堅い経済指標などを背景に米国株式主導で上昇しましたが、期末にかけては米国長期金利
上昇や米中貿易摩擦問題への懸念などから下落する展開となりました。債券市場では、堅調な経済指標や米国
利上げへの警戒感などを背景に米国長期金利が上昇基調で推移しました。一方でイタリアの財政不安への懸念
などからドイツ長期金利の上昇幅は限定的でした。商品市場は、まちまちとなりました。原油はＯＰＥＣ（石油輸出国
機構）の会合結果などを背景に上昇基調で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下、「MAN 
AHLファンド」といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する円建債券の組み入れを概ね高位に保つ運用を
行いました。

＜円建債券と「MAN AHLファンド」の連動性＞
基準価額への反映期間（2017年10月6日～2018年10月5日）のパフォーマンス
MAN AHLファンド △2.44％
円建債券 △2.67％
差異 △0.24％
差異の要因は、管理報酬等によるものです。
管理報酬控除後の円建債券のパフォーマンスは概ねMAN AHLファンドのパフォーマンスに連動しています。

※2018年９月29日時点のMAN AHLファンドのセクター別リスク配分です。 ※2017年10月11日～2018年10月10日のMAN AHLファンドのセクター
別収益寄与度です。
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＜MAN AHLファンドについては、AHL Partners LLPからの情報に基づき掲載しています。＞
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　０２／１２／２６ アイルランド 96.8％
２ ─── － －
３ ─── － －
４ ─── － －
５ ─── － －
６ ─── － －

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ ─── － －
８ ─── － －
９ ─── － －
10 ─── － －

組入銘柄数 1
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

主として、UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社の発行する円建債券への投資を通じ
て、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」の基準価額
の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。

円
100.0%

○通貨別配分

アイルランド
100.0％

○国別配分
その他
3.2％

国内債券
96.8％

○資産別配分

○上位10銘柄
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月11日～2018年10月10日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 －円 －％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 3 0.036
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （3） （0.036） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 3 0.036
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（8,800円）で除して100を乗じたものです。
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2017

Notes US$

Investment income
Dividend income (Net of withholding taxes of US$469,139) 1,146,398
Interest income 744,725

Total investment income 1,891,123

Expenses
Management fees 8, 9 1,861,169
Dividend expense 1,855,459
Stock loan fees 629,838
Other expenses 241,084
Administration fees 8 94,552
Interest expense 30,709
Directors' fees 9 12,000

Total expenses 4,724,811

Net investment loss (2,833,688)

Net realised gain/(loss) and unrealised appreciation/(depreciation) on investments in

securities, derivatives and foreign currency
Net realised loss on investments in securities, derivatives and foreign currency 5 (5,362,511)
Net unrealised depreciation on investments in securities, derivatives and foreign currency 5 (2,318,937)
Net realised loss and unrealised depreciation on investments in securities, derivatives and

foreign currency (7,681,448)

Net decrease in net assets resulting from operations (10,515,136)

2017

Notes US$

Net assets at the beginning of the period -

Change in net assets resulting from operations
Net investment loss (2,833,688)
Net realised loss on investments in securities, derivatives and foreign currency (5,362,511)
Net unrealised depreciation on investments in securities, derivatives and foreign currency (2,318,937)

Change in net assets resulting from operations (10,515,136)

Change in net assets resulting from capital transactions
Issuance of participating shares 10 238,620,836
Redemptions of participating shares 10 (25,948,374)

Change in net assets resulting from capital transactions 212,672,462

Net assets at the end of the period 202,157,326
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当期中の運用経過と今後の運用方針

（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2017年10月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

主要投資対象である米ドル建債券において、Two Sigmaグループの運用会社が活用する計量モデルに基づく銘
柄選択やトレード等が期初比で軟調となったことが、基準価額の下落要因となりました。また、米ドル売り／円買い
の為替ヘッジに伴うヘッジコストもマイナスに影響しました。

基準価額等の推移

設定日 第1期末
12 2 3112017/10 4 5 6 72018/1 0

5

10

15

20

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

設定日：10,000円
第1期末：9,501円（既払分配金0円）
騰落率：△5.0％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額の主な変動要因
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当期の米国株式市場は、世界的なマクロ経済指標の改善や大型減税期待、企業業績の良好な見通しを背景に上
昇して始まりました。2018年２月以降、長期金利の急上昇やトランプ政権の保護主義的な通商政策の発動による
米中貿易摩擦激化への懸念などから下落しましたが、４月に入ると、好調な2018年１－３月期企業業績や長期金
利の上昇一服などが下支えとなり、米国株式市場は持ち直す展開となりました。

「米国株式LSマザーファンド」受益証券を高位に組み入れる運用を行いました。

【「米国株式LSマザーファンド」の運用経過】
米ドル建債券の組入比率を高位に保つとともに、対円での為替ヘッジ（米ドル売り／円買い）を行い、米ドル／円の
為替変動に伴うリスクの低減を図りました。米ドル建債券においては、Two Sigmaグループの運用会社が計量モ
デルを活用し、米国の金融商品取引所等に上場している株式等を対象にしたマーケット・ニュートラル戦略による
運用を行い、ロング・エクスポージャー、ショート・エクスポージャーともに米ドル建債券の時価総額比で150％程度
を維持しました。

投資環境

当ファンドのポートフォリオ
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○組入ファンド
当期末

2018年７月10日
米国株式LSマザーファンド 99.8％
その他 0.2％
組入ファンド数 1

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当ファンドの組入資産の内容

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分
その他
0.2％

親投資信託証券
99.8％

○資産別配分

当ファンドのベンチマークとの差異
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基準価額水準､市況動向等を考慮して､収益分配は見送りとさせていただきました｡
なお､収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については､運用の基本方針に基づいて運用を行います｡

（１万口当たり・税引前）

項目
第１期

2017年10月10日～2018年７月10日
当期分配金 （円） －
（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） －
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なり

ます。
（注３）－印は該当がないことを示します。

米国株式LSマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海
外籍特別目的会社（SPC）の発行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）に投資し、米国の金融商
品取引所等に上場している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジション）を組み合わせたマーケッ
ト・ニュートラル戦略による運用を行います。
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により為替変動リスクの低減を目指します。

分配金

今後の運用方針
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月10日～2018年7月10日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 14円 0.146％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は9,896円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （11） （0.114） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （1） （0.008） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （2） （0.024） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 － －
（ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｃ） 有価証券取引税 － －
（ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 2 0.020
（ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （2） （0.016） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （0） （0.004） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 16 0.166
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

基準価額の主な変動要因

主要投資対象である米ドル建債券において、Two Sigmaグループの運用会社が活用する計量モデルに基づく銘
柄選択やトレード等が期初比で軟調となったことが、基準価額の下落要因となりました。また、米ドル売り／円買い
の為替ヘッジに伴うヘッジコストもマイナスに影響しました。

12 2018/1 2 3 4 5 6 7
設定日 第1期末

2017/10 11 0
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8,000

9,000

10,000

11,000

設定日：10,000円
第1期末：9,509円
騰落率：△4.9％

純資産総額(億円)(右軸)
基準価額(円)(左軸)
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投資環境

当期の米国株式市場は、世界的なマクロ経済指標の改善や大型減税期待、企業業績の良好な見通しを背景に上
昇して始まりました。2018年２月以降、長期金利の急上昇やトランプ政権の保護主義的な通商政策の発動による
米中貿易摩擦激化への懸念などから下落しましたが、４月に入ると、好調な2018年１－３月期企業業績や長期金
利の上昇一服などが下支えとなり、米国株式市場は持ち直す展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

米ドル建債券の組入比率を高位に保つとともに、対円での為替ヘッジ（米ドル売り／円買い）を行い、米ドル／円の
為替変動に伴うリスクの低減を図りました。米ドル建債券においては、Two Sigmaグループの運用会社が計量モ
デルを活用し、米国の金融商品取引所等に上場している株式等を対象にしたマーケット・ニュートラル戦略による
運用を行い、ロング・エクスポージャー、ショート・エクスポージャーともに米ドル建債券の時価総額比で150％程度
を維持しました。
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当ファンドの組入資産の内容

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
１ STAR HELIOS 004 10/18/22 アイルランド 96.5％
２ ─── － －
３ ─── － －
４ ─── － －
５ ─── － －
６ ─── － －

順位 銘柄名 国・地域 組入比率
７ ─── － －
８ ─── － －
９ ─── － －
10 ─── － －

組入銘柄数 1
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発行する米ドル建債券への投資を
通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジ
ション）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用を行います。
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により為替変動リスクの低減を目指します。

円
3.5％

米ドル
96.5％

○通貨別配分

アイルランド
100.0％

○国別配分
その他
3.5％

外国債券
96.5％

○資産別配分

○上位10銘柄
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要（2017年10月10日～2018年7月10日）
金額 比率

（ａ） 売買委託手数料 －円 －％
（ａ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｂ） 有価証券取引税 － －
（ｂ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｃ） その他費用 2 0.016
（ｃ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕

（保管費用） （2） （0.016） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） （－） （－） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 2 0.016
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（9,898円）で除して100を乗じたものです。
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