
交付運用報告書

○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。

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。

スマート・クオリティ・オープン（成長型）は、このたび第11期の決算を行いました。

当ファンドは、実質的に世界各国の株式・債券・リートに分散投資を行い、信託財産の成長を目指して運用

を行いました。

当作成期は、国内株式、先進国株式などが上昇したことがプラスに寄与し、基準価額は当作成期首に比べて

上昇しました。ここに運用状況をご報告申し上げます。

今後については、引き続き目標リスク水準（年率標準偏差12.0％）に応じた基本資産配分比率の維持を目指

した運用を行います。

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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スマート・クオリティ・オープン（成長型）

追加型投信／内外／資産複合 愛称：スマラップ

第10期（決算日：2017年５月15日）
第11期（決算日：2017年８月14日）

作成対象期間

（2017年２月14日～2017年８月14日）

第11期末（2017年８月14日）

基準価額 9,948円

純資産総額 10,072百万円

第10期～第11期

騰落率 3.2％

分配金合計 0円
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・ 当ファンドの値動きを表す適
切な指数が存在しないため、
ベンチマーク等はありませ
ん。

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について （第10期～第11期：2017/２/14～2017/８/14）

基準価額の動き 基準価額は当作成期首に比べ3.2％の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因
国内株式、先進国株式などが上昇したことが基準価額のプラス要因となり
ました。

第10期首： 9,641円
第11期末： 9,948円

（既払分配金 0円）
騰落率 ： 3.2％



（2017年２月14日～2017年８月14日）

項目
第10期～第11期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 79円 0.805％ (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) (35) (0.360) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算

出、目論見書等の作成等の対価

(販売会社) (42) (0.429) 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) ( 2) (0.016) ファンドの財産の保管および管理、委託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  0.008  (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

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) ( 1) (0.008) 

(c) 有価証券取引税 0  0.000  (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

有価証券の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  0.007  (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) ( 0) (0.001) 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

(監査費用) ( 1) (0.005) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

合計 81  0.820  

作成期中の平均基準価額は、9,832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） 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） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入

れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

（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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１万口当たりの費用明細
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最近５年間の基準価額等の推移について （2012年８月14日～2017年８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、設定時の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

最近５年間の年間騰落率

－ － －
2015/８/13 2016/８/15 2017/８/14
期初 決算日 決算日

基準価額（円） － － － 10,001 8,905 9,948
期間分配金合計（税込み）（円） － － － － 0 0
基準価額騰落率 － － － － －11.0％ 11.7％
純資産総額（百万円） － － － 12,236 14,540 10,072

・ 騰落率および期間分配金合計については、年間の値を表示しており、期間が１年に達していない場合には表示していま
せん。
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投資環境について （第10期～第11期：2017/２/14～2017/８/14）

◎国内債券市況
・当作成期を通して見ると、国内債券市況は上昇しました。
・当作成期初から2017年４月中旬にかけては、仏大統領選への警戒感や米利上げペースが
緩やかになるとの見方から利回りは低下しました。その後、７月上旬までは、欧米を中
心に金融政策の正常化が意識されたことなどから利回りが上昇する場面も見られたもの
の、日銀によるイールドカーブコントロール政策などから利回りの上昇は限定的となり
ました。当作成期末にかけては北朝鮮における地政学リスクの高まりなどから再び低下
基調となりました。

◎国内株式市況
・当作成期を通して見ると、国内株式市況は上昇しました。
・当作成期初から2017年４月中旬にかけては、仏大統領選への警戒感や主要通貨に対して
円高が進行したことなどから下落しました。その後は、欧州における政治リスクの後退
や堅調な国内企業決算などに支えられ上昇基調となりました。

◎国内リート市況
・当作成期を通して見ると、国内リート市況は下落しました。
・当作成期は、欧米を中心とした金融政策の正常化への警戒感や需給悪化懸念などから下
落しました。

◎先進国債券市況
・当作成期を通して見ると、先進国債券市況は上昇しました。
・当作成期初から2017年３月中旬までは米国を中心としたインフレ期待の高まりなどから
利回りは上昇しました。以降は、仏大統領選への警戒感、米利上げペースが緩やかとな
るとの見方などから６月下旬まで利回りは低下基調となりました。７月上旬にかけて
は、欧米における金融政策の正常化を示唆する要人発言などから利回りが上昇したもの
の、当作成期末にかけては、米国における緩慢な上昇率を見せる物価関連の指標や米政
策運営に対する不透明感、北朝鮮における地政学リスクの高まりなどから、再び利回り
は低下基調となりました。

◎先進国株式市況
・当作成期を通して見ると、先進国株式市況は上昇しました。
・当作成期初から2017年４月下旬までは、仏大統領選への警戒感などから上値が重かった
ものの、選挙結果を受け不透明感が後退したことなどから上昇基調となりました。その
後は、米政策運営への不透明感や地政学リスクが重しとなったものの、欧米を中心とし
た堅調な経済指標やイエレン米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利上げに慎重な姿
勢を示したことなどが好感され、上昇しました。
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◎先進国リート市況
・当作成期を通して見ると、先進国リート市況は上昇しました。
・当作成期は、欧米における長期金利の上昇に反応する形で下落する局面も見られたもの
の、米国における利上げ観測の後退などを背景に上昇しました。

◎新興国株式市況
・当作成期を通して見ると、新興国株式市況は上昇しました。
・欧米を中心とした堅調な景気拡大や中国における安定的な経済成長への期待感、主要先
進国を中心に長期金利が低下したことなどから上昇しました。

◎新興国債券市況
・当作成期を通して見ると、新興国債券市況は上昇しました。
・主要先進国における長期金利の低下の他、原油価格が比較的安定的に推移したことなど
から、利回りは低下しました。

◎為替市況
・米ドルは円に対して下落、ユーロは円に対して上昇しました。
・米ドルは、米利上げ観測の後退、米政策運営への懸念などから円に対して下落しまし
た。一方、ユーロは堅調な経済指標や金融緩和縮小が意識されたことなどから、円に対
して上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

・投資信託証券への投資を通じて、主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、
「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」の８資
産（以下「８資産」ということがあります。）に分散投資を行いました。

・８資産への投資にあたっては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問
部からのアドバイスを基に、当ファンドの目標リスク水準（年率標準偏差12.0％）に応
じた８資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中か
ら選定した投資信託証券に投資を行いました。

・2017年４月に分散投資効果を通じてパフォーマンスの安定化と向上を図るため、国内物
価連動国債に投資する指定投資信託証券の組み入れを開始しました。

・外貨建資産については、為替ヘッジは行いませんでした。
・前記の運用の結果、国内株式、先進国株式などが上昇したことから、基準価額は当作成
期首と比べて3.2％上昇しました。

※ 指定投資信託証券の決定や投資する投資信託証券の選定等についても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 

投資顧問部からアドバイスを受けます。
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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

・当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

（ご参考）
ポートフォリオの状況

資産区分 選定した投資信託証券の名称
作成期首

（2017年２月13日）
比率

作成期末
（2017年８月14日）

比率

国内株式
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定） 13.1％ 13.1％
日本株式 小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 13.0％ 13.1％

国内債券
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 12.0％ 4.4％
ＭＵＫＡＭ 日本超長期国債インデックスファンド（適格機関投資家限定） 5.2％ 4.4％
国内物価連動国債インデックスファンド（適格機関投資家限定） － 3.4％

国内リート 国内リートインデックス・ファンド（適格機関投資家限定） 2.6％ 2.7％

先進国株式
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 21.7％ 22.0％
先進国株式 小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11.0％ 11.0％
iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF 11.1％ 10.8％

先進国債券 ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 1.6％ 1.6％
先進国リート 先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定） 1.4％ 1.4％
新興国株式 iシェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマージング・マーケット ETF 1.4％ 1.3％
新興国債券 iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF 4.3％ 4.3％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）上記は指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券を記載しています。



【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第10期 第11期

2017年２月14日～2017年５月15日 2017年５月16日～2017年８月14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 276　 276　
（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。
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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、残存信託期間等を勘案し、分配金
額を決定します。原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当
たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範囲内で、全
額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）この結果、
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。

今後の運用方針

◎運用環境の見通し
・欧米では金融緩和の正常化に向けた動きが見られるものの、金融緩和的な環境が継続す
るものと考えられ、今後も世界経済拡大を下支えするものと考えています。

・一方、リスク要因として、北朝鮮問題やベネズエラにおける政情不安などの地政学リス
クの他、中国における成長鈍化などを考えています。 

◎今後の運用方針
・経済・金融市場の環境を多角的に分析しつつ、基本資産配分比率を維持し、中長期的に
当ファンドが目標とするリスク水準を目指した運用を行います。

・引き続き目標リスク水準（年率標準偏差12.0％）に応じた基本資産配分比率の維持を目
指した運用を行います。

・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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お知らせ

2014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。

＊ 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。

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 2024年11月13日まで（2014年11月14日設定）

運 用 方 針
ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行
います｡

主要投資対象
投資信託証券（投資信託および外国投資信託の受益証券ならびに投資証券お
よび外国投資証券をいいます。）

運 用 方 法

・ 世界各国の株式・債券・リートに分散投資を行います。
・ 目標リスク水準を年率標準偏差12.0％とします。（目標リスク水準は、当
ファンドの変動リスクの目処を表示したもので、当ファンドのポートフォ
リオを構築する際の目標値として使用します。）

・ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 投資顧問部からアドバイス
を受け、運用を行います。

・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

分 配 方 針

毎年２、５、８、11月の13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、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）
原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当た
り）を超えている場合には、当該超えている部分について、分配対象額の範
囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合が
あります。）



スマート・クオリティ・オープン（成長型）

9

○ 上記は、2012年８月から2017年７月の５年間における１年騰落率の平均・ 大・ 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。

　＊ファンドについては2015年11月～2017年７月の同様の騰落率を表示したものです。

○各資産クラスの指数

日本株　：ＴＯＰＩＸ（配当込み）

先進国株：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

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）

新興国債：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド

※詳細は 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、円換算しています。

・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。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
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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 （2017年８月14日現在）

組入ファンド

純資産等

項　　目
第10期末 第11期末

2017年５月15日 2017年８月14日

純資産総額 12,348,925,869円 10,072,434,476円

受益権口数 12,412,817,081口 10,125,286,409口
１万口当たり基準価額 9,949円 9,948円

・当作成期間中（第10期～第11期）において
　追加設定元本は 2,216,723,630円
　同解約元本は　 5,939,805,173円です。

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。

組入上位10銘柄 組入ファンド

（組入銘柄数：３銘柄）

銘柄 比率

1 iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF 10.8％
2 iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF 4.3％
3 iシェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマージング・マーケット ETF 1.3％
4
5
6
7
8
9
10

（組入銘柄数：10銘柄）

ファンド名
第11期末

2017年８月14日
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 22.0％
日本株式 小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 13.1％
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定） 13.1％
先進国株式 小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 11.0％
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 4.4％
ＭＵＫＡＭ 日本超長期国債インデックスファンド（適格機関投資家限定） 4.4％
国内物価連動国債インデックスファンド（適格機関投資家限定） 3.4％
国内リートインデックス・ファンド（適格機関投資家限定） 2.7％
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 1.6％
先進国リートインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家限定） 1.4％

・比率は当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。

・ 比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券
の評価額の割合です。

・ 上記のうち、上位３ファンドについては、「組入上位
ファンドの概要」を後掲しています。
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組入上位ファンドの概要

日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）

開示すべき情報はありません。
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組入上位ファンドの概要

ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定） （2017年８月14日現在）

組入上位10銘柄基準価額の推移

（組入銘柄数：2014銘柄）

銘柄 業種 比率
１ トヨタ自動車 輸送用機器 3.1％
２ 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 2.1％
３ 日本電信電話 情報・通信業 1.7％
４ ソフトバンクグループ 情報・通信業 1.6％
５ 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.3％
６ ソニー 電気機器 1.2％
７ ＫＤＤＩ 情報・通信業 1.2％
８ 本田技研工業 輸送用機器 1.1％
９ みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1.0％
10 日本たばこ産業 食料品 1.0％

（注）比率は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）に記載されています。

組入ファンド

（組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名
第８期末

2017年８月14日

ＴＯＰＩＸマザーファンド 0.0％

・ 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンド

の評価額の割合です。

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。
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＜ご参考＞当ファンドに関わる費用について

ファンド名称（当ファンド） 対象期間
費用合計
（年率）

スマート・クオリティ・オープン（成長型）
2017年２月14日
～2017年８月14日

1.64％

ファンド名称（組入上位ファンド） 対象期間
費用合計
（年率）

ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド
（適格機関投資家限定）

2016年５月13日
～2017年５月12日

0.33％

日本株式 小分散インデックスファンド
（適格機関投資家限定）

開示すべき情報はありません。

ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ
（適格機関投資家限定）

2017年２月15日
～2017年８月14日

0.16％

（注） 当ファンドの費用合計（年率）は、当ファンドの「１万口当たりの費用明細」に記載された合計の比率を年率換

算したものであり、実際に年間で発生した費用ではありません。

（注） 組入上位ファンドの費用合計（年率）は、「組入上位ファンドの概要」の「１万口当たりの費用明細」に掲載され

ている各費用項目の合計の比率であり、当ファンドの対象期間とは異なる場合があります。また、対象期間が１

年超・未満の場合には年率換算して表示しています。
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指数に関して

○「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）
ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯ

ＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その

他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法

の変更、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（配当込み）の商標の変更もしくは使用

の停止を行う権利を有しています。

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成

されています。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属

します。

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国

で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権

はすべてMSCI Inc.に帰属します。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資

収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證

券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本）
シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除

く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエル

シーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建ての

エマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著

作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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