
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。
三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンドは、このたび第10期の決算を行いました。
当ファンドは、アイルランド籍円建て外国投資信託であるＫＢＩエコ・ウォーター・ファンドへの投資を通
じて、世界（含む日本）の水関連企業の株式などを高位に組み入れる運用を行いました。また、日本短期債
券マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。
当期は、水関連企業の株価が上昇したことや、米ドルやユーロなどが対円で上昇したことなどから、基準価
額（分配金再投資ベース）は上昇しました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後も、引き続き、主に外国投資信託への投資を通じて、水関連企業の株式などを高位に組み入れた運用を
行い、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざす運用を行います。
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。

第10期（決算日：2017年７月24日）

作成対象期間

（2016年７月23日～2017年７月24日）
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三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド

追加型投信／内外／株式 愛称：ブルーゴールド

第10期末（2017年７月24日）

基準価額 10,195円

純資産総額 4,717百万円

騰落率 24.5％

分配金合計 900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。
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・ 参考指数は、ＭＳＣＩ ワー

ルド インデックス（円換算

ベース）です。詳細は 終

ページの「指数に関して」を

ご参照ください。

・ 参考指数は、期首の値をファ

ンドの基準価額と同一になる

ように指数化しています。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について （第10期：2016/７/23～2017/７/24）

基準価額の主な変動要因

基準価額の動き 基準価額は期首に比べ24.5％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

上昇要因
水関連企業の株価が上昇したことや、米ドルやユーロなどが対円で上昇し
たことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

第10期首： 8,912円
第10期末：10,195円

（既払分配金 900円）
騰落率 ： 24.5％

（分配金再投資ベース）

・ 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。



（2016年７月23日～2017年７月24日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 106円 1.080％ (a)信託報酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率×

            （期中の日数÷年間日数）

(投信会社) ( 26) (0.270) 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) ( 74) (0.756) 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) (  5) (0.054) 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) その他費用 0  0.003  (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) (  0) (0.003) 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 106  1.083  

期中の平均基準価額は、9,798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） 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（マザーファンドを除く。）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。１万口当たりの費用明細が取得できないものについては

参考情報を掲載しています。

（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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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７月23日～2017年７月24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、参考指数は、2012年７月23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。
・海外の指数は基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

参考指数は、ＭＳＣＩ ワールド インデックス（円換算ベース）です。詳細は 終ページの「指数に関して」をご参照
ください。

最近５年間の年間騰落率

2012/７/23 2013/７/22 2014/７/22 2015/７/22 2016/７/22 2017/７/24
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 5,475 9,168 10,144 10,100 8,912 10,195
期間分配金合計（税込み）（円） － 0 900 700 0 900
分配金再投資基準価額騰落率 － 67.5％ 20.5％ 6.5％ －11.8％ 24.5％
参考指数騰落率 － 56.7％ 16.7％ 24.6％ －18.1％ 20.5％
純資産総額（百万円） 8,691 11,260 7,481 6,056 5,048 4,717

・ 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。
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投資環境について （第10期：2016/７/23～2017/７/24）

◎株式市況
・期を通じてみると上昇しました。
・期首から2016年11月中旬にかけては、主要国の金融政策の動向を見極めようとする動き
や、米大統領選をめぐる政治的な不透明感などから、株価はレンジ内での動きとなりま
した。その後、米大統領選でトランプ氏が勝利したことを受けて、主要政策に対する期
待や欧州政治リスクの後退、良好な企業決算などを受けて、期末にかけて上昇しました。

◎為替市況
・米大統領選でトランプ氏が勝利したことに加えて、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が
利上げを継続していることなどから、米ドルやユーロなどが対円で上昇しました。

◎国内短期債券市況
・国内金利は、日本銀行による追加緩和期待などから低下していましたが、2016年７月末
の日銀金融政策決定会合にて、金融緩和の強化が決定されたものの、マイナス金利の深
掘りがされなかったことや、11月に米国金利が上昇したことなどから国内金利は上昇し
ました。その後、日本銀行の金融市場調節方針に対する思惑や米国金利の動きなどから
上下しましたが、前期末比金利は上昇して期末を迎えました。こうしたなか、一般債の
国債とのスプレッド（利回り格差）は、2016年７月末の日銀金融政策決定会合以降の金
利上昇局面で縮小し、前期末と比べてスプレッドは縮小しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド＞
・アイルランド籍円建て外国投資信託であるＫＢＩエコ・ウォーター・ファンドへの投資
を通じて、世界（含む日本）の水関連企業の株式などを高位に組み入れる運用を行いま
した。また、日本短期債券マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いま
した。

・当期は、水関連企業の株価が上昇したことや、米ドルやユーロなどが対円で上昇したこ
となどから、基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。

＜ＫＢＩエコ・ウォーター・ファンド＞
　基準価額は期首に比べ26.1％の上昇となりました。

・成長見通しが明るいと思われる企業や、水関連の各分野で市場を牽引していくような企
業への投資を継続しました。

・投資分野別では、「水関連装置」、「公益事業」、「水処理技術」の３つの分野を中心とした
投資を継続しました。
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・「水関連装置」分野については、米国などで建設需要が回復していることなどから、今後
の水関連需要の増加が見込まれると考え投資を継続しました。

・「公益事業」分野については、水関連需要の高まりから関連銘柄への投資のほか、株式市
場全体の変動性が高まった場合の株価の安定性を期待し、投資を継続しました。

・「水処理技術」分野については、中国などにおける水質汚染に対する規制強化などから、
高い技術を有する企業が恩恵を受けると考え投資を継続しました。

・前記のような方針に基づき運用した結果、組入銘柄の現地通貨ベースでの株価が上昇し
ました。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）
◎銘柄
・PICO HOLDINGS INC（アメリカ）：子会社などを通じて、水資源および貯水、不動産など
の事業を手掛けている。住宅建設事業を営む子会社の売却などが好感され、株価は上昇
しました。

・ROPER TECHNOLOGIES INC（アメリカ）：水や流体制御用のポンプ、測定器を製造するほ
か、分析機器、医療・科学装置を手掛ける。市場予想を上回る決算発表などを受けて、
株価は上昇しました。

（ご参考）
組入上位５業種
2016年６月末 2017年６月末

業種 比率 業種 比率
１ 水関連装置 31.02％ １ 公益事業 36.58％
２ 水処理技術 28.75％ ２ 水関連装置 24.44％
３ 公益事業 28.45％ ３ 水処理技術 21.68％
４ エンジニアリング 11.78％ ４ エンジニアリング 14.87％
５ ５ 環境保全 2.43％

・比率はＫＢＩエコ・ウォーター・ファンドの現物株式評価額に対する割合です。

・ 業種はＫＢＩ グローバル インベスターズ リミテッド（旧社名：クラインウォート・ベンソン・インベスターズ（ダブ

リン）リミテッド）が独自に分類したものです。
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＜日本短期債券マザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ0.1％の上昇となりました。

◎組入比率
・期を通じて高位組み入れを維持しました。
◎債券種別構成
・国内金利の低位安定推移を見込み、利回り向上の観点から一般債をオーバーウェイトと
しました。

◎デュレーション（平均回収期間や金利感応度）
・短期金利は横ばい圏で推移すると判断し中立としていましたが、2016年９月に日本銀行
の緩和的スタンスの継続からデュレーションをベンチマーク対比長めとしました。

◎残存期間構成
・利回り向上の観点から中期ゾーンをオーバーウェイトとしました。

【ベンチマークとの比較】
　ファンドの騰落率は、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期インデックス）の騰落
率（－0.5％）を0.6％上回りました。

・この主な要因は、次の通りです。

（プラス要因）
◎債券種別構成
・国内金利の中短期ゾーンがマイナスで推移するなか、プラス利回りの一般債をベンチ
マーク対比でオーバーウェイトとしていたこと。

（ご参考）
利回り・デュレーション
期首（2016年７月22日） 期末（2017年７月24日）

終利回り 0.1％ 終利回り 0.2％
直接利回り 0.7％ 直接利回り 0.5％

デュレーション 2.1年 デュレーション 2.4年
・ 数値は債券現物部分で計算しております。

・ 終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。

・ 直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。

・ 利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回

り」を示すものではありません。

・ デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

・ デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を

含めて計算しています。



【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第10期

2016年７月23日～2017年７月24日

当期分配金 900　

（対基準価額比率） 8.112％

当期の収益 900　

当期の収益以外 －　

翌期繰越分配対象額 714　

（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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当該投資信託のベンチマークとの差異について

分配金について

・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。右記のグラフは当ファンドの基
準価額と参考指数の騰落率との対比です。

・参考指数はＭＳＣＩ ワールド インデックス（円
換算ベース）です。

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、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。

・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。
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今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド＞
◎今後の運用方針
・アイルランド籍円建て外国投資信託であるＫＢＩエコ・ウォーター・ファンドおよび証
券投資信託である日本短期債券マザーファンドへの投資を行います。

＜ＫＢＩエコ・ウォーター・ファンド＞
◎運用環境の見通し
・世界的に水の使用量拡大が見込まれることに加え、米国経済が底堅く推移していること
などを背景に、水関連市場における需要は引き続き強いと考えています。特に、水イン
フラ関連への設備投資は、公共投資拡大や老朽化に伴う更新需要の拡大を背景に、今後
グローバルに増加するとみられ、良好な投資環境が継続すると考えています。また、水
質汚染問題がさらなる規制強化に繋がり、水処理技術などの市場が拡大するとみていま
す。

◎今後の運用方針
・バリュエーションを重視しつつ、独自のテーマに基づき今後の業績拡大が期待できる企
業に注目します。加えて、財務改善策や事業再編への取り組みにも注目し、銘柄選別を
実施する方針です。

＜日本短期債券マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・雇用環境は着実な改善を続けており、企業の設備投資も緩やかな増加基調にあります。
また、輸出・生産も増加基調にあります。しかし、個人消費は底堅さを増しているもの
の盛り上がりに欠けることから、本邦景気の回復は緩やかなものになると思われます。

・「物価安定の目標」の実現に向けて、日本銀行は引き続き金融緩和姿勢をもって臨むもの
と思われ、中短期金利は低位での推移を想定します。

・国内事業債のスプレッドについては、日本銀行の社債買入オペや投資家の資金余剰感な
どによる良好な需給環境を背景に概ね横ばい圏で推移し、事業債は国債と異なりプラス
利回りを維持できると予想します。

◎今後の運用方針
・安定した利子収益確保をめざし、債券組入比率は引き続き高位に維持する方針です。
・ファンド全体のデュレーションは、中短期ゾーンの金利が低位安定すると判断し、ベン
チマーク対比長めを基本に調整する方針です。

・債券種別構成は、流動性や銘柄分散に留意しつつ、一般債の組入比率をベンチマーク比
高めに維持します。
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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／株式

信 託 期 間 2019年７月22日まで（2007年７月27日設定）

運 用 方 針

主として円建ての外国投資信託であるＫＢＩエコ・ウォーター・ファンドお
よび証券投資信託である日本短期債券マザーファンドの投資信託証券への投
資を通じて、世界（含む日本）の水関連企業の株式に実質的な投資を行いま
す。実質的な組入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。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド

円建ての外国投資信託であるＫＢＩエコ・ウォーター・
ファンドおよび証券投資信託である日本短期債券マザー
ファンドの投資信託証券への投資を主要投資対象としま
す。

ＫＢＩエコ・ウォーター・
フ ァ ン ド

世界（含む日本）の水関連企業の株式を主要投資対象とし
ます。

日 本 短 期 債 券
マザーファンド

わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とします。外貨
建資産への投資は行いません。

運 用 方 法
世界（含む日本）の水関連企業の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期
的な値上がり益の獲得をめざします。

分 配 方 針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分
配対象額とし、分配金額は基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が
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ことが
あります。
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○ 上記は、2012年７月から2017年６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。

○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７月24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。

組入ファンド

純資産等

（組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名
第10期末

2017年７月24日

Ｋ Ｂ Ｉ エ コ・ ウ ォ ー タ ー・ フ ァ ン ド 97.0％

日 本 短 期 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 0.2％

・ 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。

項　　目
第10期末

2017年７月24日

純資産総額 4,717,855,624円

受益権口数 4,627,462,713口

１万口当たり基準価額 10,195円

・当期中において

　追加設定元本は　　33,086,081円

　同解約元本は   1,070,412,328円です。
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組入上位ファンドの概要

ＫＢＩエコ・ウォーター・ファンド （2017年２月28日現在）

種別構成等

組入上位10銘柄基準価額の推移

（組入銘柄数：44銘柄（国内：１、外国：43））

銘柄 国 業種 比率
１ VEOLIA ENVIRONNEMENT フランス 公益事業 5.3％
２ DANAHER CORP アメリカ 水処理技術 5.1％
３ UNITED UTILITIES GROUP PLC イギリス 公益事業 5.0％
４ SUEZ フランス 公益事業 4.9％
５ PICO HOLDINGS INC アメリカ 公益事業 4.8％
６ ENERCARE INC カナダ 水関連装置 4.6％
７ REXNORD CORP アメリカ 水関連装置 4.0％
８ ROPER TECHNOLOGIES INC アメリカ 水処理技術 4.0％
９ WOONGJIN COWAY CO LTD 韓国 水処理技術 3.5％
10 PURE TECHNOLOGIES LTD カナダ 水処理技術 2.8％

・ 比率はファンドの純資産総額に対する割合です。

・ 業種はＫＢＩ グローバル インベスターズ リミテッドが独自に

分類したものです。

・ 国名は、各企業のビジネス展開等を考慮したＫＢＩ グローバル 

インベスターズ リミテッド独自の判断により区分したものです。

・比率は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。

・国名は、各企業のビジネス展開等を考慮したＫＢＩ グローバル インベスターズ リミテッド独自の判断により区分したものです。

・ 左記は、FINANCIAL STATEMENTSに掲載されている費用明細を三菱

ＵＦＪ国際投信が「運用管理費用（信託報酬）」と「その他」に

分類して表示したものです。

・ 比率は、左記分類による費用金額の合計を期中の平均純資産総額

で除した参考値です。

１万口当たりの費用明細

１万口当たりの費用明細に相当する情報がないため、開示できません。

「参考情報」

費用項目 比率

運用管理費用（信託報酬） 0.57％

その他 0.10％

費用合計 0.67％

（2016年３月１日～2017年２月28日）
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組入上位ファンドの概要

日本短期債券マザーファンド （2017年７月24日現在）

種別構成等

１万口当たりの費用明細

基準価額の推移

・ 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。

（2016年７月23日～2017年７月24日）

組入上位10銘柄
（組入銘柄数：22銘柄）

銘柄 種類 国 業種／種別 比率
１ 第６回りそな銀行（劣後特約付） 債券 日本 社債 4.6％
２ 第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 債券 日本 社債 4.6％
３ 第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 債券 日本 社債 4.6％
４ 第３１６回北海道電力 債券 日本 社債 4.5％
５ 第１回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 債券 日本 社債 4.4％
６ 第４３回野村ホールディングス 債券 日本 社債 4.4％
７ 第２８４回信金中金債 債券 日本 特殊債 4.4％
８ 第１回ソシエテ　ジェネラル円貨社債（２０１７） 債券 日本 社債 4.4％
９ 第９回モルガン・スタンレー 債券 日本 社債 4.4％
10 第６７回アコム 債券 日本 社債 4.4％

・ 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。

968114

該当事項はございません。
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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）

三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド
2016年７月23日
～2017年７月24日

1.08％

ファンド名称（組入上位ファンド） 対象期間
費用合計
（年率）

ＫＢＩエコ・ウォーター・ファンド
2016年３月１日
～2017年２月28日

0.67％

（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です。

（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

ている参考情報にあ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。

○ファンドの参考指数である『ＭＳＣＩ ワールド インデックス（円換算ベース）』について

ＭＳＣＩ ワールド インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。ＭＳＣＩ ワールド インデックス（円換算
ベース）は、ＭＳＣＩ ワールド インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳ
ＣＩ ワールド 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。
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