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＜照会先＞
● ホームページアドレス

http://www.am.mufg.jp/
● お客さま専用フリーダイヤル

0120-759311
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時、
土・日・休日・12月31日～１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書
（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法により
ご提供する旨を定めております。右記＜照会先＞
ホームページにアクセスし、「基準価額一覧」もし
くは「ファンド検索」から当ファンドのファンド名
称を選択することにより、ファンドの詳細ページに
おいて運用報告書（全体版）を閲覧およびダウン
ロードすることができます。

○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交
付されます。交付をご請求される方は、販売会社ま
でお問い合わせください。

国際投信投資顧問株式会社は2015年７月１日に三菱ＵＦＪ投信株式
会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」となりました。

グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

商品分類（追加型投信／内外／資産複合）
第117期（決算日：2015年７月13日）　第120期（決算日：2015年10月13日）
第118期（決算日：2015年８月12日）　第121期（決算日：2015年11月12日）
第119期（決算日：2015年９月14日）　第122期（決算日：2015年12月14日）

作成対象期間：2015年６月13日～2015年12月14日

第122期末（2015年12月14日）

基 準 価 額 8,124円

純資産総額 19,341百万円

第117期～第122期

騰 落 率 －5.5％

分配金合計 120円

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。

受益者のみなさまへ

投資家のみなさまにはご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）は、このたび第122期の決算を行いました。
当ファンドは、世界各国の株式、リート、新興国の債券を実質的な主要投資対象とし、それぞれ純資産総額
に対して３分の１程度の投資を行うことにより、安定的な収益の確保とリスク分散をはかることを目指して
運用することを目的としております。
当作成期は、投資対象である３つのマザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式、リート、新興国の
債券に３分の１程度ずつ投資した結果、主に世界主要先進国の株式市場が下落したことや米ドルをはじめと
する投資先通貨の多くが円に対して下落（円高）したことなどから、基準価額（分配金再投資ベース）は下
落しました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後については、運用方針に基づき、引き続き、原則として当ファンドの純資産総額に対して、各マザー
ファンドへ３分の１程度となるよう投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行
います。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

1

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について （第117期～第122期：2015/６/13～2015/12/14）

基準価額の動き
基準価額は当作成期首に比べ5.5％（分配金再投資ベース）の下落と
なりました。

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースによ
り異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すもの
ではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

下落要因

・中国経済の先行き不透明感の広がりや資源価格の急落などを背景に世界主要
先進国の株式市場が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

・米ドルをはじめとする投資先通貨の多くが円に対して下落（円高）したこと
が、基準価額の下落要因となりました。

第117期首 ： 8,719円

第122期末 ： 8,124円

（既払分配金 120円）

騰落率 ： －5.5％

（分配金再投資ベース）
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

2

１万口当たりの費用明細 （2015年６月13日～2015年12月14日）

項目
第117期～第122期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 65円 0.781％
(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×

作成期中の日数

年間日数

（投信会社） (37) (0.437) 当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等の対価

（販売会社） (25) (0.300) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供

等の対価

（受託会社） ( 4) (0.044) 当ファンドの財産の保管および管理、投信会社からの運用指図の実行等

の対価

(b) 売買委託手数料 1 0.017
(b)売買委託手数料＝

作成期中の売買委託手数料

作成期中の平均受益権口数

（株式） ( 1) (0.014) 売買委託手数料は、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払わ

れる手数料（投資信託証券） ( 0) (0.003)

（先物・オプション） ( 0) (0.000)

(c) 有価証券取引税 0 0.001
(c)有価証券取引税＝

作成期中の有価証券取引税

作成期中の平均受益権口数

（株式） ( 0) (0.001) 有価証券取引税は、有価証券取引の都度発生する取引に関する税金

（投資信託証券） ( 0) (0.000)

(d) その他費用 1 0.015
(d)その他費用＝

作成期中のその他費用

作成期中の平均受益権口数

（保管費用） ( 1) (0.009) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用等

（監査費用） ( 0) (0.004) 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等

（その他） ( 0) (0.002) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合計 67 0.814

作成期中の平均基準価額は、8,366円です。

（注）作成期間の費用（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）消費税は報告日の税率を採用しています。
（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）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が

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）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）を作成期間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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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

3

最近５年間の基準価額等の推移について （2010年12月13日～2015年12月14日）

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースによ
り異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すもの
ではない点にご留意ください。

・分配金再投資基準価額は、2010年12月13日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

最近５年間の年間騰落率

2010/12/13 2011/12/12 2012/12/12 2013/12/12 2014/12/12 2015/12/14
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 4,874 4,354 5,305 6,689 8,402 8,124

期間分配金合計（税込み）（円） － 250 120 120 120 230

分配金再投資基準価額騰落率 － －5.7％ 24.9％ 28.5％ 27.7％ －0.7％

参考指数①騰落率 － －10.6％ 21.8％ 52.8％ 25.4％ －0.2％

参考指数②騰落率 － －4.6％ 32.4％ 27.5％ 44.5％ 0.4％

参考指数③騰落率 － －1.8％ 24.8％ 17.7％ 24.5％ 3.1％
純資産総額（百万円） 60,442 32,069 26,586 25,402 24,187 19,341

・ファンド年間騰落率は、参考指数年間騰落率と比較するため、収益分配金（税込み）を再投資したものと
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。実際のファンドにお
いては、分配金を再投資するか否かは受益者ごとに異なり、また課税条件によっても異なるため、上記の
騰落率は一律に受益者の収益率を示すものではない点にご留意ください。

参考指数①は、MSCI ワールド・インデックス（円換算）、参考指数②は、S&P先進国REIT指数（円換
算）、参考指数③は、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）です。詳細は最終ページの「指数
に関して」をご参照ください。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

4

投資環境について （第117期～第122期：2015/６/13～2015/12/14）

◎株式市況
・当作成期の世界主要先進国の株式市況
は、一時大きく下落した後に戻り歩調を
たどったものの、作成期末にかけて再度
軟化する展開となりました。2015年８月
には、中国元の対米ドル為替レートの基
準値切り下げを受けて中国経済の先行き
に対する警戒感が台頭したことなどから
世界的に株価が下落しました。10月に
は、７－９月期のアメリカ企業の業績が
好感されたことなどから株価は反発しま
したが、12月には資源価格の急落などを
受けて反落する結果となりました。作成
期を通してみると下落しました。

◎リート市況
・当作成期の先進国リート市況は、作成期
を通してみると米ドルベースではほぼ同
水準となったものの、為替変動（円換算
ベース）を考慮すると下落となりまし
た。

・作成期首から2015年８月中旬にかけて
は、ギリシャ債務問題への警戒感の高ま
りやアメリカにおける利上げ開始への警
戒感などから一進一退の展開となりまし
た。

・８月中旬から９月上旬にかけては、中国
の景気減速に対する警戒感などから世界
的にリスク回避の動きが強まったため、
総じて売り優勢となりました。

・９月上旬から作成期末にかけては、アメ
リカにおける利上げ開始時期が近づいて
いることへの警戒感などから売り圧力が
高まる局面が見られたものの、おおむね
上昇基調となりました。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

5

当該投資信託のポートフォリオについて

＜グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）＞
・当ファンドは、グローバル株式インカム　マザーファンド、ワールド・リート・オープン　
マザーファンドおよびエマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド（以下総称して
「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券を通じて、世界各国の株式、
リート（上場不動産投資信託）および新興国（エマージング・カントリー）の債券を主要投
資対象としています。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない方針となっ
ており、為替ヘッジは行いませんでした。当ファンドの純資産総額に対して各マザーファン
ドへ３分の１程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行
いました。

・作成期末における当ファンドの純資産総額に対する各マザーファンドの組入比率
グローバル株式インカム　マザーファンド　　　　　　32.7％
ワールド・リート・オープン　マザーファンド　　　　33.1％
エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド　33.1％

＜グローバル株式インカム　マザーファンド＞
・基準価額は当作成期首に比べ、9.2％の下落となりました。
・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。

◎債券市況
・当作成期の新興国債券市況は、作成期を
通してみると米ドルベースではほぼ同水
準となったものの、為替変動（円換算
ベース）を考慮すると下落となりまし
た。アメリカの政策金利の引き上げ時期
を巡って売買が交錯し、方向感を欠いた
展開となりました。

◎為替市況
・米ドル、ユーロ、英ポンドなどの主要通貨は円に対して下落（円高）しました。中国の景気
減速に対する警戒感などを背景に、海外資産への積極的な投資が鈍化するとの見方が広がっ
たことなどから、作成期を通じてみると円高基調で推移しました。

・当ファンドの参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（円換
算）、S&P先進国REIT指数（円換算）、J.P. Morgan EMBI Global 
Diversified（円換算）です。

・参考指数については、最終ページの「指数に関して」をご参照くだ
さい。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

6

・ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、世界主要先進国の割安で好
配当が期待される株式を中心に分散投資を行いました。（ユービーエス・グローバル・ア
セット・マネジメント株式会社は、2015年12月１日付でＵＢＳアセット・マネジメント株式
会社に商号を変更しました。）

・当作成期を通じて、企業の信用度を重視した上で、配当利回りの水準に配慮しつつ、将来に
わたり株主に還元し得る現金の創出力に比べて株価が割安と思われる企業に注目し、ポート
フォリオの構築を行いました。

◎国・地域別上位の組入比率
・作成期首のアメリカ47.4％、日本12.7％、イギリス12.5％などから、作成期末にはアメリカ
46.5％、日本12.5％、イギリス11.5％などとなりました。

◎業種別上位の組入比率
・作成期首の金融20.8％、資本財・サービス15.4％、ヘルスケア12.4％などから、作成期末に
は金融22.8％、資本財・サービス14.3％、生活必需品13.2％などとなりました。

新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。
◎主な新規組入銘柄
・住友電気工業：自動車関連事業の成長性や株主還元の強化などを評価し、新規に組み入れま
した。

・オリックス：アジア事業の拡大や国内の各種金融、不動産事業の伸長などを評価し、新規に
組み入れました。

・松井証券：国内株式市場の取引量増大の恩恵を享受しうることなどを評価し、新規に組み入
れました。

・リオ・ティント（オーストラリア）：堅固な財務規律や配当利回りの高さなどを評価し、新
規に組み入れました。

・バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア（スペイン）：スペインの景気回復が銀行業
にもたらすメリットなどを評価し、新規に組み入れました。

・シスコ・システムズ（アメリカ）：ネッワーク機器の技術革新力などを評価し、新規に組み
入れました。

・ロシュ・ホールディング（スイス）：開発中新薬の潜在的な将来性などを評価し、新規に組
み入れました。

◎主な全株売却銘柄
・富士重工業、アステラス製薬、日立製作所、アングロ・アメリカン（イギリス）、ゼネラ
ル・ダイナミクス（アメリカ）、アメリプライズ・ファイナンシャル（アメリカ）、アップ
ル（アメリカ）、ノバルティス（スイス）：相対的な割安度の観点から、他銘柄への入れ替
えのため、全株売却しました。
以上の投資判断の結果、パフォーマンスに影響した主な銘柄は以下の通りです。

（プラス要因）
・利益成長に対する期待などを背景に、マイクロソフトやアルトリア・グループといったアメ
リカ企業の株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。
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（マイナス要因）
・資源価格の下落などを背景に、グレンコア（イギリス）やハスキー・エナジー（カナダ）と
いった資源関連企業の株価が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

・前記のような運用の結果、世界主要先進国の株式市場が下落したことや米ドルをはじめとす
る投資先通貨の多くが円に対して下落（円高）したことが、基準価額の下落要因となりしま
した。

＜ワールド・リート・オープン　マザーファンド＞
・基準価額は当作成期首に比べ、3.3％の下落となりました。
・世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象として分散投資を行いました。ポートフォリ
オの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄
を選定するという、２つのアプローチ（運用手法）の融合により行いました。なお、運用の
指図に関する権限は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク、
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドおよびモルガン・ス
タンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに委託しています。当マザーファ
ンドでは、投資銘柄に対する綿密なリサーチを実行し、純資産価値とのバリュエーションや
配当利回りの観点から割安と判断した銘柄を中心に投資を行いました。

・当作成期は、資産価値が成長を続けているにもかかわらず、将来の金利上昇に対する警戒感
などから上値の重い展開となったアメリカを投資妙味が高まったと判断し、ホテル・セク
ター、住宅セクターの銘柄を中心に組入比率を引き上げました。他方、欧州中央銀行（ＥＣ
Ｂ）による金融緩和策を受けた上昇により割高感が高まったと判断したユーロ圏の組入比率
を引き下げました。
国・地域別上位の組入比率は、作成期首のアメリカ59.9％、オーストラリア11.9％、イギリ
ス7.5％などから、作成期末にはアメリカ64.7％、オーストラリア11.6％、イギリス5.9％な
どとなりました。
業種別上位の組入比率は、作成期首の小売り31.4％、複合25.7％、ヘルスケア9.2％などか
ら、作成期末には小売り31.0％、複合23.9％、住宅11.5％などとなりました。

◎銘柄
・パブリック・ストーレッジ（アメリカ／倉庫）：同リートが手掛ける個人向け倉庫事業は、
賃貸契約期間が相対的に短く景気拡大の恩恵を受けやすいことなどを背景に増益基調となっ
たことなどが好感され上昇しました。

・エクイティ・レジデンシャル（アメリカ／住宅）：アメリカにおいて住宅の賃貸需要が高
まっていることなどを背景に総じて買い優勢となり上昇しました。

・前記のような運用の結果、アメリカのリートが上昇したことなどがプラスに寄与したもの
の、すべての投資先通貨（円を除く）が対円で下落（円高）したことなどが、基準価額の下
落要因となりました。
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＜エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド＞
・基準価額は当作成期首に比べ、2.0％の下落となりました。
・エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象としていま
す。エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行い、一
部ユーロ建の債券に投資を行いました。

・国別では、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）が良好と思われるインドネシアのほ
か、ファンダメンタルズが改善基調にあるルーマニアなどの一部の欧州諸国はベンチマーク
に対してオーバーウエイト（投資比率を基準となる配分比率より多くすること）を継続しま
した。一方、ロシアに関しては、原油価格は低迷しているものの、クレジットファンダメン
タルズは改善しているとの見方から、ベンチマークの構成比に近い投資割合としました。ま
た、ウクライナに関しては、民間の債権者団体との間で債務再編に合意したとの発表を受け
て上昇しているものの、脆弱なファンダメンタルズなどを背景にベンチマークに対してアン
ダーウエイト（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）を継続しました。
国別上位の組入比率は、作成期首のメキシコ8.2％、インドネシア6.2％、ルーマニア5.8％な
どから、作成期末にはインドネシア6.7％、ドミニカ共和国6.0％、ルーマニア5.8％などとな
りました。

・デュレーション（金利感応度）は、新興国債券市場の不安定さや2015年内にもアメリカの利
上げが見込まれていたことから、ベンチマークに対してやや短めとしました。この結果、作
成期末のデュレーションは5.8と、作成期首6.4より引き下げた水準としました。
※デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほ

ど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

・外貨の組入比率を高水準に保ち、米ドル建資産については対円での為替ヘッジは行いません
でした。ユーロ建債券への一部の投資については、実質米ドル建の投資となるように為替取
引を行いました。

・前記のような運用の結果、新興国のソブリン債券の利回りが上昇（価格が下落）したことや
米ドルが円に対して下落（円高）したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

◎ベンチマークとの比較
・基準価額は作成期首に比べ、2.0％の下落となり、ベンチマーク（騰落率－2.4％）との乖離
は0.4％程度となりました。

・ウクライナをベンチマークに対してアンダーウエイトとしていたこと、メキシコやブラジル
の銘柄選択などがマイナス要因となったものの、ルーマニアやリトアニアをベンチマークに
対してオーバーウエイトとしていたこと、トルコやドミニカ共和国の銘柄選択などがプラス
要因となり、ベンチマークに対してアウトパフォーム（運用成果が上回る）しました。
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当該投資信託のベンチマークとの差異について （第117期～第122期：2015/６/13～2015/12/14）

・ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額を基に計算しています。

・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。上記のグラフは当ファン
ドの基準価額（ベビーファンド）と参考指数の騰落率との対比です。

・参考指数①は、MSCI ワールド・インデックス（円換算）、参考指数②は、S&P先進国REIT指
数（円換算）、参考指数③は、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）です。
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参考指数②
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ファンド
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基準価額（当ファンド）と参考指数の対比（騰落率）

CS5_15168501_02_os7三菱UFJ国際_G財産3分法F（毎月）_交運_運用経過.indd   9 2016/02/10   14:10:04



グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

10

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準・市況動向等を勘案し、次表の通りとさせていただ
きました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運
用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第117期 第118期 第119期 第120期 第121期 第122期

2015年６月13日～
2015年７月13日

2015年７月14日～
2015年８月12日

2015年８月13日～
2015年９月14日

2015年９月15日～
2015年10月13日

2015年10月14日～
2015年11月12日

2015年11月13日～
2015年12月14日

当期分配金 20 20 20 20 20 20
（対基準価額比率） 0.232％ 0.228％ 0.249％ 0.241％ 0.237％ 0.246％
当期の収益 20 20 20 20 20 17
当期の収益以外 － － － － － 3

翌期繰越分配対象額 1,637 1,638 1,639 1,643 1,657 1,654

（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

＜グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）＞
◎今後の運用方針
・原則として、当ファンドの純資産総額に対して、グローバル株式インカム　マザーファン
ド、ワールド・リート・オープン　マザーファンド、エマージング・ソブリン・オープン　
マザーファンドへ３分の１程度となるよう投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよ
う組入比率の調整を行います。

＜グローバル株式インカム　マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・世界景気を地域的にみると、政策金利の引き上げ見通しが広がっているアメリカに対して、
日欧では金融政策の緩和基調が継続することが見込まれるなど、景況感に差が出てきていま
す。また、新興国経済は減速基調が継続しており、企業の対応力の巧拙が利益成長に大きな
違いをもたらす経済環境であるとみています。こうしたなか、世界主要先進国の株式市場
は、投資家心理の変化によって神経質な展開になることも考えられますが、株価の調整が
あっても利益対比の割安感などが市況を支え得るものと考えています。

◎今後の運用方針
・引き続き、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針で
す。

・ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、世界主要先進国の割安で好
配当が期待される株式を中心に分散投資を行います。

・ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を考慮しながら、将来にわたって株主に還元できる
現金の創出力に比べて株価が割安であると考えられる企業の株式への投資を継続してまいり
ます。株式の投資環境について好悪入り混じる見通し下において、特定の国・地域や業種へ
の配分よりも、割安度に基づく個別銘柄選択により重点をおいたポートフォリオ構築を行っ
ていく方針です。
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＜ワールド・リート・オープン　マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・アメリカは、利上げに対する警戒感などが重石となり上値の重い展開が続いておりますが、
実物不動産市場は良好な状況を維持しております。更に、利上げのペースが緩やかなものに
留まると思われることを考慮すると、利上げの影響は限定的とみられ、今後も成長が見込ま
れると予想しています。

・日本、ユーロ圏については、金融緩和策が好感され大きく上昇した結果、割高な状況にある
とみています。更に、賃料上昇率などの不動産賃貸の状況もアメリカなどに見劣りする水準
に留まると思われることから、相対的に劣後すると予想しております。

◎今後の運用方針
・引き続き、世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行い、リスク分散を図った上で安定
した配当利回りの確保と長期的な信託財産の成長を目指します。

・当面の運用としては、マクロ環境や実物不動産市況の変化、リートの経営内容などに着目し
ていきます。その上で、純資産価値とのバリュエーション比較、配当利回りの水準の両面か
らみて、投資妙味、成長性がより高いと判断する銘柄に投資を行っていく方針です。

・今後も成長が見込まれているにもかかわらず割安度合いが高いと思われるアメリカに注目し
ています。なかでも、ホテル・セクターについては投資妙味が高まっていると判断していま
す。

・資産価値対比で買われすぎの状態にあると判断している日本、ユーロ圏については慎重なス
タンスを取っています。

＜エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・新興国のファンダメンタルズは、長期的には良好な状況が継続するとみています。先進国経
済には全般的に持ち直しの動きが見られるものの、世界経済の回復力は十分とはいえない状
況が続いています。また、中国経済の先行き不透明感や中東地域の地政学的な問題、更には
対ロシア制裁や原油安の経済的波及効果への懸念などもあり、新興国債券市場の不安定性が
高まっている状況です。市場ではリスク回避の動きはやや一服しているものの、引き続き軟
調な商品市況やロシアとトルコの摩擦などを注視しています。

◎今後の運用方針
・新興国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、ファンダメンタルズ分
析・信用リスク分析に基づく分散投資を基本とし、運用を行う方針です。

・世界経済や市場の不安定性に抵抗力を有する国を中心に配分する一方、市場の変動性の高ま
りから市場価格が発行体のファンダメンタルズから乖離し、割安であると判断し得る債券に
対する投資機会を探る方針です。

CS5_15168501_02_os7三菱UFJ国際_G財産3分法F（毎月）_交運_運用経過.indd   11 2016/02/10   14:10:04



グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

12

※三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。
詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）
をご覧ください。

お知らせ

①委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱ＵＦＪ投信株式会社」との合併により解散し、存

続会社である「三菱ＵＦＪ投信株式会社」は2015年７月１日付で「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」と商

号変更するための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。

②委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年７月

１日に行いました。

③2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所

得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税

0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

当該投資信託の概要

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間 無期限（2005年10月14日設定）

運 用 方 針
ファミリーファンド方式により、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興国の債券を主要投資

対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド

グローバル株式インカム　マザーファンド受益証券、ワールド・リート・オー

プン　マザーファンド受益証券、エマージング・ソブリン・オープン　マザー

ファンド受益証券

グローバル株式インカム

マ ザ ー フ ァ ン ド
世界主要先進国の株式

ワールド・リート・オープン

マ ザ ー フ ァ ン ド
世界各国の上場不動産投資信託

エマージング・ソブリン・

オープン　マザーファンド
エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券

運 用 方 法

・原則として、当ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ３分の１程度の投資を行い、各投

資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。

・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分 配 方 針

毎月12日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対

象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額

水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
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ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

○上記は、2010年12月から2015年11月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび
他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

○各資産クラスの指数
日本株　：TOPIX®配当込み指数
先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
日本国債：NOMURA-BPI国債
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）

※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースまたは三菱ＵＦＪ国際投信が円換算
した指数を採用しています。

・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
・騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。
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当該投資信託のデータ

当該投資信託の組入資産の内容 （2015年12月14日現在）

種別構成等

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類してい
ます。

・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他の
ファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

コール・ローン等

1.1％

マザーファンド受益証券

98.9％

【資産別配分】
その他

1.1％

日本

98.9％

【国別配分】

日本円

100.0％

【通貨別配分】

組入ファンド
（組入銘柄数：３銘柄）

ファンド名
第122期末

2015年12月14日

グローバル株式インカム　マザーファンド 32.7％

ワールド・リート・オープン　マザーファンド 33.1％

エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド 33.1％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する各マザー
ファンドの評価額の割合です。

純資産等

項目
第117期末 第118期末 第119期末 第120期末 第121期末 第122期末

2015年７月13日 2015年８月12日 2015年９月14日 2015年10月13日 2015年11月12日 2015年12月14日

純資産総額 21,657,851,231円 21,751,747,435円 19,694,648,751円 20,170,589,874円 20,302,316,890円 19,341,303,821円

受益権口数 25,226,545,284口 24,891,092,597口 24,564,086,039口 24,403,689,827口 24,109,425,024口 23,808,692,964口

１万口当たり基準価額 8,585円 8,739円 8,018円 8,265円 8,421円 8,124円

・当作成期間中（第117期～第122期）において
追加設定元本は266,074,383円
同解約元本は2,093,050,379円です。
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組入上位ファンドの概要

グローバル株式インカム　マザーファンド （2015年12月７日現在）

基準価額の推移 組入上位10銘柄

（組入銘柄数：65銘柄）

銘柄名 国・地域名 業種名 比率
１ マイクロソフト アメリカ 情報技術 3.7％
２ ゼネラル・エレクトリック アメリカ 資本財・サービス 3.4％
３ アルトリア・グループ アメリカ 生活必需品 2.8％
４ メルク アメリカ ヘルスケア 2.7％
５ アッヴィ アメリカ ヘルスケア 2.6％
６ バンク・オブ・アメリカ アメリカ 金融 2.5％
７ アクセンチュア アメリカ 情報技術 2.4％
８ インペリアル・タバコ・グループ イギリス 生活必需品 2.4％
９ タイム・ワーナー・ケーブル アメリカ 一般消費財・サービス 2.2％
10 トヨタ自動車 日本 一般消費財・サービス 2.2％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・業種はGICS（世界産業分類基準）のセクター分類に基づき10業
種に分類したものです。詳しくは、後記「GICS（世界産業分類
基準）について」をご参照ください。

・なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書
（全体版）でご覧いただけます。

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

2015/６/８ 2015/８/５ 2015/10/６ 2015/12/７

(円) (2015年６月８日～2015年12月７日)

種別構成等

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて
運用しているものを含みます。

コール・ローン等

0.8％

株式

99.2％

【資産別配分】

その他

28.5％

アメリカ

47.3％

イギリス

11.6％
日本

12.5％

【国別配分】
その他

13.1％

英ポンド

11.7％

円

13.0％

ユーロ

14.7％

米ドル

47.5％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （2015年６月９日～2015年12月７日）

項目
第117期～第122期
金額 比率

(a) 売買委託手数料 7円 0.040％
（株式） (7) (0.040)

(b) 有価証券取引税 0 0.002
（株式） (0) (0.002)

(c) その他費用 2 0.012
（保管費用） (2) (0.012)

合計 9 0.054
作成期中の平均基準価額は、17,402円です。

（注）１万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算
期のものです。費用項目の概要については、２ページの注
記をご参照下さい。

（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）を作成期間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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組入上位ファンドの概要

ワールド・リート・オープン　マザーファンド （2015年12月10日現在）

基準価額の推移 組入上位10銘柄

（組入銘柄数：114銘柄）

銘柄名 国・地域名 業種名 比率
１ サイモン・プロパティ・グループ アメリカ 小売り 7.6％
２ エクイティ・レジデンシャル アメリカ 住宅 6.8％
３ メイスリッチ アメリカ 小売り 4.5％
４ ボルナード・リアルティ・トラスト アメリカ 複合 3.8％
５ ベンタス アメリカ ヘルスケア 2.9％
６ パブリック・ストーレッジ アメリカ 倉庫 2.8％

７
リオカン・リアル・エステート・
インベストメント・トラスト

カナダ 小売り 2.7％

８ ＨＣＰ アメリカ ヘルスケア 2.6％
９ デューク・リアルティ アメリカ 複合 2.5％
10 リバティ・プロパティ・トラスト アメリカ 複合 2.4％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書
（全体版）でご覧いただけます。

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

2015/６/10 2015/８/７ 2015/10/８ 2015/12/９

(円) (2015年６月10日～2015年12月10日)

種別構成等

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて
運用しているものを含みます。

投資信託証券

98.8％

コール・ローン等

1.2％

【資産別配分】

その他

17.3％

イギリス

6.1％

オーストラリア

11.8％

アメリカ

64.8％

【国別配分】

豪ドル

11.8％

英ポンド

6.1％

その他

16.9％

米ドル

65.2％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （2015年６月11日～2015年12月10日）

項目
第130期～第135期
金額 比率

(a) 売買委託手数料 2円 0.008％
（投資信託証券） (2) (0.008)

(b) 有価証券取引税 0 0.001
（投資信託証券） (0) (0.001)

(c) その他費用 1 0.006
（保管費用） (1) (0.006)

合計 3 0.015
作成期中の平均基準価額は、24,459円です。

（注）１万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算
期のものです。費用項目の概要については、２ページの注
記をご参照下さい。

（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）を作成期間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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組入上位ファンドの概要

エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド （2015年８月５日現在）

基準価額等の推移

※当マザーファンドはJ.P. Morgan EMBI Global Diversified（円
換算）（出所：Bloomberg）をベンチマークとします。詳細は最
終ページの「指数に関して」をご参照ください。

※ベンチマークは2015年２月５日の基準価額の値と等しくして指
数化しています。

組入上位10銘柄

（組入銘柄数：145銘柄）

銘柄名 種類 国／地域 比率
１ REP OF LATVIA    '200112 国債証券 ラトビア 2.2％
２ LITHUANIA REP    '210309 国債証券 リトアニア 2.2％
３ LITHUANIA REP    '200211 国債証券 リトアニア 2.2％
４ ARGENTINA BONAR  '170417 国債証券 アルゼンチン 2.0％
５ IVORY COAST      '240723 国債証券 コートジボワール 2.0％
６ URUGUAY REP      '500618 国債証券 ウルグアイ 2.0％
７ TURKEY REPUBLIC  '250205 国債証券 トルコ 1.9％
８ INDONESIA REP    '351012 国債証券 インドネシア 1.9％
９ UTD MEXICAN STS  '101012 国債証券 メキシコ 1.9％
10 ICELAND (REP OF) '220511 国債証券 アイスランド 1.8％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書
（全体版）でご覧いただけます。
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31,000

32,000

2015/２/５ 2015/４/６ 2015/６/８ 2015/８/５

(円) (2015年２月５日～2015年８月５日)

基準価額

ベンチマーク

種別構成等

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・上記資産以外に債券先物取引の売建てを8.4％行っています。
・国別配分は上位５ヵ国を表示しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて
運用しているものを含みます。

・通貨別配分のグラフの値は為替取引考慮後の割合です。

公社債
93.9％

コール・ローン等
6.1％

【資産別配分】
インドネシア

6.7％
メキシコ
6.4％カザフスタン

5.0％
ルーマニア
4.8％

リトアニア
4.7％

その他
72.4％

【国別配分】

米ドル
99.2％

その他
0.8％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （2015年２月６日～2015年８月５日）

項目
当期

金額 比率
(a) 売買委託手数料 0円 0.001％

（先物・オプション） (0) (0.001)
(b) その他費用 2 0.006

（保管費用） (2) (0.006)
（その他） (0) (0.000)

合計 2 0.007
期中の平均基準価額は、30,465円です。

（注）１万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算
期のものです。費用項目の概要については、２ページの注
記をご参照下さい。

（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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GICS（世界産業分類基準）について
Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI Inc.（以下MSCI）とThe McGraw-Hill 
Companies, Inc.の事業部門であるStandard & Poor's（以下Ｓ＆Ｐ）が開発し、両者が排他的知的財産お
よび商標を有しています。三菱ＵＦＪ国際投信は、許諾を得て利用しています。GICSおよびGICSの基準お
よび分類作業に関連したMSCIおよびＳ＆Ｐとその関係会社あるいは第三者（以下、MSCIおよびＳ＆Ｐとそ
の関係会社）は、当該基準および分類（あるいは、これらを利用した結果）に関して何らかの保証や表明
を行うものではありません。また、MSCIおよびＳ＆Ｐとその関係会社は、GICSの独創性、正確性、完全
性、販売可能性や特定の利用目的に対する適合性等を保証するものではありません。
上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合においても、MSCIおよびＳ＆Ｐとその関係会社は、損
害が発生する可能性を知悉していた場合であっても、直接的な損害、間接的な損害、特別な損害、懲罰的
損害賠償、結果としての損害、その他の損害（逸失利益を含む）について、その責を負いません。
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指数に関して

○ファンドの参考指数①である『MSCI ワールド・インデックス（円換算）』について
MSCI ワールド・インデックス（円換算）は、MSCI ワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）（出所：MSCI）の基準日前
営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ設定時（2005年10月14日）を
10,000として指数化したものです。MSCI ワールド・インデックス（出所：MSCI）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報
源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属してお
り、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用
いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

○ファンドの参考指数②『S&P先進国REIT指数（円換算）』について
S&P先進国REIT指数（円換算）は、S&P先進国REIT指数（配当込み）米ドル建て（出所：S&P）の基準日前営業日の指数を基準日のわが国
の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ設定時（2005年10月14日）を10,000として指数化したもので
す。S&P先進国REIT指数の所有権及びその他一切の権利は、スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エル シーが有
しています。三菱ＵＦＪ国際投信は、スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エル シーとの間で同指数の算出・
管理に関する契約を締結しています。スタンダード＆プアーズ フィナンシャル サービシーズ エル エル シーは、同指数の算出にかか
る誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。

○ファンドの参考指数③およびマザーファンドのベンチマークである『J.P. Morgan EMBI Global 
Diversified（円換算）』について
J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）は、米ドル建てのJ.P. Morgan EMBI Global Diversified（出所：Bloomberg）を三菱
東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ設定時（2005年10月14日）を10,000として指数
化したものです。なお、参考指数およびベンチマークは基準日前営業日の同インデックスの指数値を、為替は基準日の三菱東京ＵＦＪ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値を、それぞれ用いて計算しています。J.P. Morgan EMBI Global Diversified（出所：Bloomberg）：情報
は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本
指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められてい
ません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
TOPIX®配当込み指数
TOPIX®配当込み指数は、東京証券取引所市場第一部に上場している全ての日本企業（内国普通株式全銘柄）を対象とした株価指数であ
り、配当を考慮して算出しています。TOPIX®配当込み指数は、（株）東京証券取引所およびそのグループ会社（以下、「東証等」とい
う。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。な
お、当ファンドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
害に対しても、責任を有しません。

MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）は、MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、米ドルベース）を三
菱ＵＦＪ国際投信が円換算したものであり、日本を除く世界主要先進国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指
数です（出所：MSCI）。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引
き後配当込み、米ドルベース）を三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したものであり、世界主要新興国の大型・中型株式を対象とし、税引き後
の配当を考慮した株価指数です（出所：MSCI）。
ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するもので
はありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を
用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じ
られています。

NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、日本で発行されている公募の固定利付国債を対象とした債券指数です。「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が
公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全
性、信頼性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる三菱ＵＦＪ国際投信の事業活動・サービスに関し一切の責任を
負いません。

シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデック
スで、1984年12月末を100とする日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したもので
す。

J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）
J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）は、新興国政府が発行する現地通貨建て国債を対象とした債券指数です。情報は、信頼性があ
ると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受
けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。
Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
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