
東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ　https://www.am.mufg.jp/

■当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用
フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の９：00～17：00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

交付運用報告書 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

148019

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、
以下の方法でご覧いただけます。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。

閲覧・ダウンロード方法 https://www.am.mufg.jp/ ［ファンド検索］に
ファンド名を入力

各ファンドの詳細ページで
閲覧およびダウンロード

グローバル財産３分法
ファンド（毎月決算型）
追加型投信／内外／資産複合

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
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
います。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運
用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

基 準 価 額 7,942円
純資産総額 13,509百万円

騰 落 率 ＋2.9 ％
分配金合計(＊) 150 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。

（＊）当期間の合計分配金額です。

第164期末（2019年６月12日）

第159期～第164期

作成対象期間：2018年12月13日～2019年６月12日
第　159　期 決算日：2019年１月15日 第　162　期 決算日：2019年４月12日
第　160　期 決算日：2019年２月12日 第　163　期 決算日：2019年５月13日
第　161　期 決算日：2019年３月12日 第　164　期 決算日：2019年６月12日
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

運用経過
第159期～第164期：2018年12月13日～2019年６月12日

当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移
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分配金再投資基準価額：左目盛

基準価額：左目盛

純資産総額：右目盛

第159期首 7,865円
第164期末 7,942円
既払分配金 150円
騰 落 率 2.9％

（分配金再投資ベース）

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、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、受益者のみなさま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。従って、
各個人の受益者のみな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。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

基準価額は当作成期首に比べ2.9％（分配金再投資ベース）の上
昇となりました。

基準価額の動き

基準価額の主な変動要因

アメリカをはじめとする先進国株式やリート、さらに新興国債券
の価格上昇が、基準価額の上昇要因となりました。

上昇要因

米ドル、ユーロなどの主な投資先通貨が円に対して下落したこと
が、基準価額の下落要因となりました。

下落要因

組入ファンド 騰落率 組入比率（対純資産総額）

エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド 4.5％ 33.4％

グローバル株式インカム　マザーファンド 6.6％ 33.4％

ワールド・リート・オープン　マザーファンド 0.0％ 33.1％
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

2018年12月13日～2019年６月12日

１万口当たりの費用明細

項目
第159期～第164期

項目の概要
金額（円） 比率（％）

(ａ)信 託 報 酬 61 0.768 (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 ) (34) (0.430) 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 ) (23) (0.296) 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 ) (3) (0.043) 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 2 0.021 (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

( 株 式 ) (1) (0.016)
( 投 資 信 託 証 券 ) (0) (0.005)
(先物・オプション) (0) (0.000)

(ｃ)有価証券取引税 0 0.005 (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

( 株 式 ) (0) (0.004)
( 投 資 信 託 証 券 ) (0) (0.001)

(ｄ)そ の 他 費 用 1 0.013 (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) (0.008) 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 ) (0) (0.004) 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
( そ の 他 ) (0) (0.001) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合　　計 64 0.807

作成期中の平均基準価額は、7,908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）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）

（参考情報）
■総経費率

当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数
料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１
口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.57％です。

運用管理費用（投信会社）
0.86％

運用管理費用（販売会社）
0.59％

その他費用
0.03％

運用管理費用（受託会社）
0.09％

総経費率
1.57％

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた
簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手
数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、

これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生
した費用の比率とは異なります。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

2014年６月12日～2019年６月12日

最近５年間の基準価額等の推移について

※分配金再投資基準価額は、2014年６月12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。

当作成期
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分配金再投資基準価額：左目盛

基準価額：左目盛
純資産総額：右目盛

最近５年間の年間騰落率
2014/６/12

期初
2015/６/12

決算日
2016/６/13

決算日
2017/６/12

決算日
2018/６/12

決算日
2019/６/12

決算日

基準価額 （円） 7,340 8,719 7,472 8,129 8,100 7,942
期間分配金合計（税込み） （円） － 170 270 300 300 300
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 21.2 －11.3 13.0 3.4 1.8
参考指数①騰落率 （％） － 26.7 －17.7 21.9 13.8 0.1
参考指数②騰落率 （％） － 27.7 －3.3 5.5 4.1 10.5
参考指数③騰落率 （％） － 21.6 －6.6 12.4 －1.6 8.3
純資産総額 （百万円） 24,365 22,351 17,053 16,526 14,816 13,509

※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。

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。詳細は後記の「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）

第159期～第164期：2018年12月13日～2019年６月12日

投資環境について
株式市況
世界主要先進国株式は、上昇しました。
当作成期の世界主要先進国株式は、初め
に大きく下落したものの、その後上昇基
調をたどりました。ただし、当作成期末
にかけては変動が大きくなりました。
2018年12月上旬には、中国の大手通信
機器メーカー首脳がカナダで拘束された
ことを機に米中通商摩擦の激化への不安
感が台頭しました。また、中国の低調な
景気指標が発表されたことなども重なり、
世界的な景気減速懸念が広がったことな
どから株価は下落しました。
2019年に入ると諸々の先行き不安感が後
退したことなどから、株価は戻り基調と
なりました。その後、米中の通商協議に
進展の兆しがみられたことや、アメリカ、
ユーロ圏の中央銀行が相次いで2019年内
の政策金利の引き上げを見送る姿勢を示
し、世界的に長期国債の利回りが低下し
たことなどが株価の押し上げ要因となり
ました。
５月には進展が期待されていた米中の通
商協議について両国間の反目姿勢が強ま
る状況となり、改めて世界経済への影響
が懸念されたことなどから株価は下落し
ましたが、当作成期末にかけては、アメ
リカの政策金利の引き下げ観測などを背
景に待ち直す動きとなりました。

先進国リート市況
先進国リート市況は、当作成期を通して
みると上昇しました。
当作成期首から2018年12月下旬にかけ
ては、米国株式市場の急落などを背景に
投資家心理が悪化し、先進国リート市況
は下落したものの、その後は各国の中央
銀行による金融政策が緩和的な姿勢へ向
かうとの期待などから長期金利が低下し、
利回り資産に対する買い需要が高まった
ことや、実物不動産市場の安定期待など
を背景に上昇しました。

新興国債券市況
新興国債券市況は上昇しました。
当作成期前半に、米連邦準備制度理事会
（ＦＲＢ）が政策金利を当面据え置く姿
勢を示したことなどから、市場参加者の
リスク回避姿勢が後退し、新興国債券市
況は堅調に推移しました。その後、米中
貿易摩擦への懸念の高まり等から米国の
利下げ観測が高まり、米国金利が低下し
たことなどがプラス材料となり、新興国
債券市況は一段と上昇しました。

為替市況
米ドルや英ポンド、ユーロなどの主要通
貨は円に対して下落しました。
下落の背景には、米ドルについてはアメ
リカの政策金利の引き下げ観測が浮上し
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

たことなどが、また英ポンドについては
イギリスの欧州連合（ＥＵ）からの離脱
を巡る先行き不透明感などが挙げられま
す。

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しており、
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。

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を主要投資対象と
し、株式組入比率は高位に保ちました。
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、幅広い業種の中
から、相対的に高い配当が期待でき、信

用力が高いと判断される銘柄に注目し、
中長期的な視点に基づいて株価が割安と
判断された銘柄を中心に投資してまいり
ました。

国・地域別上位の組入比率
当 作 成 期 首 の ア メ リ カ 53.7 ％ 、 日 本
11.6％、イギリス10.7％などから、当作
成期末にはアメリカ52.2％、日本11.4％、
イギリス11.3％などとしました。

業種別上位の組入比率
当 作 成 期 首 の 金 融 21.2 ％ 、 情 報 技 術
13.6％、生活必需品12.0％などから、当
作 成 期 末 に は 金 融 21.6 ％ 、 情 報 技 術
12.9％、生活必需品12.6％などとしまし
た。
（注）業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセク

タ ー 分 類 に 基 づ い た も の で す 。 Global 
Industry Classification Standard（“ＧＩ
ＣＳ”）は、MSCI Inc.とＳ＆Ｐ（Standard 
＆ Poor's）が開発した業種分類です。ＧＩＣ
Ｓに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およ 
Ｓ＆Ｐに帰属します。

当作成期に新規組入、全株売却した主な
銘柄のポイントは以下の通りです。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

主な新規組入銘柄
CIE  FINANCIERE  RICHEMONT-REG
（スイス、宝飾ブランド品などの製造／
販売会社）：取扱い製品のブランド価値
との対比で株価が割安との判断などに基
づいて組み入れました。
任天堂（日本、ゲーム機／ソフトウェア
メーカー）：豊富なゲーム作品から生み
出し得る将来の収益に対して株価が割安
な水準にあるとの判断などに基づいて組
み入れました。
ANGLO AMERICAN PLC（イギリス、
鉱業・資源会社）：事業からの現金創出
力や保有資産の再編への取り組みなどを
評価して組み入れました。

主な全株売却銘柄
SANOFI（フランス、医薬品メーカー）、
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
（アメリカ、半導体メーカー）、日産自
動車（日本、自動車メーカー）：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。

組入株式のうち運用成果に影響した主な
銘柄は以下の通りです。
（プラス要因）
ERIE  INDEMNITY  COMPANY-CL  A
（アメリカ、保険会社）、MICROSOFT 
CORP（アメリカ、ソフトウェアメー
カー）：利益成長への期待感などを背景

に株価が上昇し、プラスに寄与しました。
（マイナス要因）
CENTRICA PLC（イギリス、エネルギー
サ ー ビ ス 会 社 ） 、 NEWELL  BRANDS 
INC（アメリカ、家庭用品メーカー）：
業績の先行き不透明感などを背景に株価
が下落し、マイナスに影響しました。

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、純資産価値とのバリュエー
ションや配当利回りの水準で依然割安な
水準にあると思われる一部の業種を投資
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

妙味があると判断し、オフィス・セク
ターなどの銘柄を中心に組入比率を引き
上げました。他方、バリュエーション面
で割安感が後退したと判断し、ヘルスケ
ア・セクターの組入比率を引き下げまし
た。

国・地域別上位の組入比率
国・地域別上位の組入比率は、当作成期
首のアメリカ61.5％、カナダ7.0％、
オーストラリア6.4％などから、当作成期
末にはアメリカ59.9％、カナダ7.8％、
オーストラリア6.6％などとしました。

業種別上位の組入比率
業種別上位の組入比率は、当作成期首の
小売り36.8％、複合15.9％、オフィス
15.0％などから、当作成期末には小売り
34.8％、オフィス16.6％、複合16.6％な
どとしました。

銘柄
LINK REIT（香港／小売り）：同リートが
発表した決算内容が好感されたほか、バ
リュエーション面で割安であることに着
目した買い需要などを背景に上昇しまし
た。
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR（カ
ナダ／小売り）：世界的に長期金利が低
下する局面で、利回り資産に対する需要
が高まったことなどから上昇しました。

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。
債券等の運用にあたっては、ウエリント
ン・マネージメント・カンパニー・エル
エルピーに運用の指図に関する権限を委
託しています。
J.P. Morgan EMBI Global Diversified
（円換算）を当マザーファンドのベンチ
マークとしています。
国別では、ファンダメンタルズが改善基
調にあると見ているハンガリーやクロア
チアなどの一部の欧州諸国、ファンダメ
ンタルズが良好なカタールやサウジアラ
ビアなどの中東諸国などについてはベン
チマークの構成比に対して高めの投資割
合としました。一方、相対的に割高感の
あるマレーシア等の一部のアジア諸国に
ついては、ベンチマークに対して低めの
投資割合としました。
デュレーションは、ベンチマークに対し
てやや短めとしました。
※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。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

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。

ベンチマークとの比較
基準価額は当作成期首に比べ4.5％の上昇
となり、ベンチマークの騰落率（5.2％）

を0.7％下回りました。
カザフスタンの銘柄選択などがプラスに
寄与したものの、ベンチマークに対して
デュレーションを短めとしていたことや
アルゼンチンをベンチマークに対して高
めの投資割合としていたことなどがマイ
ナスに作用し、ベンチマークに対してア
ンダーパフォームしました。

第159期～第164期：2018/12/13～2019/６/12

当該投資信託のベンチマークとの差異について

※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

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
（ベビーファンド）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Ｒ
ＥＩＴ指数（円換算）、参考指数③は、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）です。

－10.0
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0.0
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10.0

15.0
（％）

第159期
2018/12/12 ～

2019/１/15

第160期
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2019/２/12 ～

2019/３/12

第162期
2019/３/12 ～

2019/４/12

第163期
2019/４/12 ～

2019/５/13

第164期
2019/５/13 ～

2019/６/12

ファンド
参考指数①
参考指数②
参考指数③

基準価額と参考指数の対比（騰落率）

CC_19546456_02_ost三菱UFJ国際_G財産3分法F（毎月）_交運_運用経過.indd   10 2019/07/17   17:14:33



11

グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

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159期

2018年12月13日～
2019年１月15日

第160期
2019年１月16日～
2019年２月12日

第161期
2019年２月13日～
2019年３月12日

第162期
2019年３月13日～
2019年４月12日

第163期
2019年４月13日～
2019年５月13日

第164期
2019年５月14日～
2019年６月12日

当期分配金
（対基準価額比率）

25
（0.333％）

25
（0.315％）

25
（0.311％）

25
（0.304％）

25
（0.313％）

25
（0.314％）

当期の収益 21 16 25 25 17 20

当期の収益以外 3 8 － － 7 4

翌期繰越分配対象額 1,597 1,588 1,592 1,609 1,602 1,597

（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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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（作成対象期間末での見解です。）

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
当作成期中は世界経済の先行きへの不安
感が広がりましたが、同時に世界的に国
債をはじめとする債券利回りが低下して
おり、先進国株式の下支え要因となるこ
とも想定されます。但し、米中の通商摩
擦や英国のＥＵからの離脱交渉など、こ
の先も株式市場を巡る先行きの不透明要
因が払拭されない状況が続く可能性は否
定できません。

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、株価の相対的な
割安度と配当利回りに着目し、併せて財
務状況が堅固と考えられる企業への投資
を行います。また、より割安と判断され
る銘柄への入れ替え等を随時行っていく
方針です。先行きへの不透明感が漂う投
資環境において、割安銘柄の株価が直ち
に上昇するとは言い難く、また時機をは
かることは難しいものの、中長期的には
投資価値が見直される局面が訪れるもの
と考えています。

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、ＦＲＢによる緩和的な金融
政策に加え、リートのディフェンシブ性
や2019年第１四半期の決算内容を評価す
る資金流入などから底堅い動きがみられ
ます。不動産の各用途でキャッシュフ
ローの成長率はまちまちであるものの、
通年の業績ガイダンスは大手リートを中
心に堅調であることが確認できます。ま
た、金融市場は米中貿易摩擦を巡る思惑
などから、ホテル・セクターなどの一部
で投資家心理が悪化する局面がみられる
ものの、ヘルスケアや住宅セクターなど
を中心にリート価格への影響は限定的で
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

あり、実物不動産市場やリート市場に対
する警戒感は軽微とみています。
日本は、日銀の緩和的な金融政策を背景
とした低金利環境の長期化などが相場を
下支えするとみられています。投資信託
からの需給の動きなどには注視する必要
があるものの、堅調な国内オフィス市場
を受けた安定的なリートの決算などに注
目しています。

今後の運用方針
引き続き、世界各国のリートに分散投資
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
カの一部の業種に注目します。なかでも、
アメリカのオフィス・リートや大手小売
りリートについては、純資産価値とのバ
リュエーションや配当利回りの水準で相
対的に割安な状況にあるとみています。
資産価値対比で相対的に割高と判断して
いる日本などについては慎重なスタンス

を取る方針です。

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
新興国債券市場については、減速しつつ
も下支えとなるグローバル経済状況やよ
り緩和的なスタンスに転じたＦＲＢ、安
定的と考えられる新興国のファンダメン
タルズなどを背景に中期的には前向きに
見ています。ただし、短期的には、米国
や中国の経済成長や保護貿易主義に対す
る懸念や一部の新興国に特有の懸念事項
などの不確実性要因が市場の変動性（ボ
ラティリティ）を高めうると考えており、
引き続き事態の推移を注視していく方針
です。

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。
新興国債券市場において、米国の貿易政
策や先進国の金融政策の与える影響は
個々の国によって異なると考えられます。
そのため、リスクを管理し、ファンダメ
ンタルズを重視した運用に臨みます。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とともに、市場価
格が発行体のファンダメンタルズから乖
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

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。
国別資産配分については、ファンダメン
タルズが改善基調にあるハンガリーやク
ロアチアなどの一部の欧州諸国、良好な
ファンダメンタルズのカタールやサウジ
アラビアなどの中東諸国についてはベン
チマークの構成比に対して高めの投資割
合とする方針です。一方、マレーシアな
どのファンダメンタルズは良好であるも
のの、バリュエーション面で割高感のあ
る一部アジア地域に関しては、ベンチ
マークの構成比に対して低めの投資割合
とする方針です。
当面、デュレーションは、ベンチマーク
に対してやや短めとする方針です。
為替取引等について、原則として対円で
の為替ヘッジは行わない方針です。ただ
し、ユーロ建資産の一部について実質的
に米ドル建となるように行っている為替
取引のポジション（持ち高）は、当面維
持する予定です。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

お知らせ
約款変更

・該当事項はありません。

その他
・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。

＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。
なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）にて開示を行っている
場合があります。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

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。毎年７月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合がありま
す。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

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、2014年６月から2019年５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。

日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債当ファンド

（2014年６月末～2019年５月末）
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平均値

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 ＦＴＳＥ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。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

当該投資信託のデータ
2019年６月12日現在

当該投資信託の組入資産の内容

組入ファンド （組入銘柄数：３銘柄）

ファンド名 第164期末
2019年６月12日

エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド 33.4％
グローバル株式インカム　マザーファンド 33.4％
ワールド・リート・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159期末

2019年１月15日
第160期末

2019年２月12日
第161期末

2019年３月12日
第162期末

2019年４月12日
第163期末

2019年５月13日
第164期末

2019年６月12日
純資産総額 （円） 13,087,247,532 13,771,702,355 13,844,953,422 14,049,907,321 13,591,346,776 13,509,557,551
受益権口数 （口） 17,495,197,996 17,425,354,961 17,298,070,616 17,118,658,844 17,042,913,092 17,011,253,472
１万口当たり基準価額 （円） 7,480 7,903 8,004 8,207 7,975 7,942

※当作成期間中（第159期～第164期）において追加設定元本は167,704,452円
同解約元本は　743,154,661円です。

種別構成等

コール・ローン等
0.1％

マザーファンド
受益証券
99.9％

資産別配分
その他
0.1％

日本
99.9％

国別配分

円
100.0％

通貨別配分

※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。
※【国別配分】、【通貨別配分】は、組入ファンドの発
行国、発行通貨を表示しています。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

基準価額の推移 組入上位10銘柄

（組入銘柄数：219銘柄）

銘柄 種類 国 業種／種別 比率
１ 6.375 HUNGARY 210329 債券 ハンガリー 国債 4.6％
２ 4.75 AZERBAIJAN 240318 債券 アゼルバイジャン 国債 1.9％
３ 6.375 CROATIA 210324 債券 クロアチア 国債 1.8％
４ 5.375 HUNGARY 230221 債券 ハンガリー 国債 1.5％
５ 6.625 CROATIA 200714 債券 クロアチア 国債 1.5％
６ 6.85 SRI LANKA 251103 債券 スリランカ 国債 1.4％
７ 6.75 PETRO MEX 470921 債券 メキシコ 社債 1.3％
８ 2.375 QATAR 210602 債券 カタール 国債 1.2％
９ 6.6 DOMINICAN 240128 債券 ドミニカ共和国 国債 1.2％
10 3.625 SINOPEC GRP 270412 債券 中国 社債 1.1％

・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。
2018/８/６ 2018/10/３ 2018/11/30 2019/２/４

31,000

32,000

33,000

34,000

35,000
(円) (2018年８月６日～2019年２月５日)

基準価額

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。

・資産別配分の先物は買建と売建を別々に表示しています。

・国別配分は、上位５ヵ国を表示しています。

・国別配分は、同一国で買建と売建がある場合、相殺したネットポジションを表示しています。
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外国債券先物
-6.0％

外国債券
93.9％

(％) 【資産別配分】
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中国
4.3％

クロアチア
6.0％
ドイツ
-6.0％

ハンガリー
7.2％

トルコ
4.9％

メキシコ
4.2％

その他
67.3％

(％) 【国別配分】
その他
0.8％

アメリカドル
99.2％

為替
取引
考慮後

【通貨別配分】

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 （2019年２月５日現在）

１万口当たりの費用明細 （2018年８月７日～2019年２月５日）

項目
当期

金額 比率
(a) 売買委託手数料 0円 0.000％

（先物・オプション） (0) (0.000)
(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 0.006
期中の平均基準価額は、33,534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、３ページの注記をご参照くだ

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。

154010
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

2019年６月７日現在

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
基準価額の推移
2018年12月７日～2019年６月７日

2018/12/７ 2019/２/12 2019/４/10
17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000
（円）

１万口当たりの費用明細
2018年12月８日～2019年６月７日

項目 第159期～第164期
金額(円) 比率(％)

(ａ)売 買 委 託 手 数 料 10 0.048
( 株 式 ) (10) (0.048)

(ｂ)有 価 証 券 取 引 税 2 0.012
( 株 式 ) (2) (0.012)

(ｃ)そ の 他 費 用 2 0.009
( 保 管 費 用 ) (2) (0.009)
( そ の 他 ) (0) (0.000)

合計 14 0.069
作成期中の平均基準価額は、20,673円です。

※項目の概要については、前記「１万口当たりの費
用明細」をご参照ください。

組入上位10銘柄 （組入銘柄数：63銘柄）
銘柄 種類 国 業種／種別 比率(％)

１ MICROSOFT CORP 株式 アメリカ 情報技術 6.6
２ JPMORGAN CHASE & CO 株式 アメリカ 金融 3.1
３ JOHNSON & JOHNSON 株式 アメリカ ヘルスケア 2.7
４ MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 株式 アメリカ 生活必需品 2.6
５ WELLS FARGO & CO 株式 アメリカ 金融 2.6
６ PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 株式 アメリカ エネルギー 2.5
７ COMCAST CORP-CLASS A 株式 アメリカ コミュニケーション・サービス 2.4
８ PEPSICO INC 株式 アメリカ 生活必需品 2.3
９ ZURICH INSURANCE GROUP AG 株式 スイス 金融 2.2
10 BP PLC 株式 イギリス エネルギー 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

に基づいたものです。ＧＩＣＳに関する知的財産所有
権はMSCI Inc.およびＳ＆Ｐに帰属します。

※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。

154014
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

種別構成等

コール・ローン等
1.4％

国内株式
11.4％

外国株式
87.2％

資産別配分

その他
19.3%

スイス
5.6%

イギリス
11.2%

日本
11.4%

アメリカ
52.5%

国別配分

アメリカドル
53.1%

円
12.0%

ユーロ
12.7%

イギリスポンド
11.4%

スイスフラン
5.6%

その他 5.3%
通貨別配分

※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。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

2019年６月10日現在

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
基準価額の推移
2018年12月10日～2019年６月10日

2018/12/10 2019/２/13 2019/４/11
22,000

24,000

26,000

28,000
（円）

１万口当たりの費用明細
2018年12月11日～2019年６月10日

項目 第172期～第177期
金額(円) 比率(％)

(ａ)売 買 委 託 手 数 料 4 0.017
( 投 資 信 託 証 券 ) (4) (0.017)

(ｂ)有 価 証 券 取 引 税 1 0.005
( 投 資 信 託 証 券 ) (1) (0.005)

(ｃ)そ の 他 費 用 3 0.010
( 保 管 費 用 ) (2) (0.007)
( そ の 他 ) (1) (0.003)

合計 8 0.032
作成期中の平均基準価額は、26,036円です。

※項目の概要については、前記「１万口当たりの費
用明細」をご参照ください。

組入上位10銘柄 （組入銘柄数：98銘柄）
銘柄 種類 国 業種／種別 比率(％)

１ SIMON PROPERTY GROUP INC ＲＥＩＴ アメリカ 小売り 8.5
２ VORNADO REALTY TRUST ＲＥＩＴ アメリカ オフィス 7.0
３ RIOCAN REAL ESTATE INVST TR ＲＥＩＴ カナダ 小売り 5.0
４ EQUITY RESIDENTIAL ＲＥＩＴ アメリカ 住宅 3.4
５ MACERICH CO/THE ＲＥＩＴ アメリカ 小売り 3.3
６ STARWOOD PROPERTY TRUST INC ＲＥＩＴ アメリカ その他 3.3
７ LINK REIT ＲＥＩＴ 香港 小売り 3.0
８ KIMCO REALTY CORP ＲＥＩＴ アメリカ 小売り 2.8
９ MID-AMERICA APARTMENT COMM ＲＥＩＴ アメリカ 住宅 2.7
10 BRIXMOR PROPERTY GROUP INC ＲＥＩＴ アメリカ 小売り 2.5
※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。

154012
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

種別構成等

コール・ローン等
1.9％国内ＲＥＩＴ

4.2％

外国ＲＥＩＴ
93.8％

国内ＲＥＩＴ
4.2％

国内ＲＥＩＴ
4.2％

外国株式 0.0％外国株式 0.0％ コール・ローン等
1.9％
コール・ローン等
1.9％

外国ＲＥＩＴ
93.8％

外国ＲＥＩＴ
93.8％

資産別配分

アメリカ
60.3％

カナダ
7.8％

オースト
ラリア
6.6％

フランス
5.4％

その他
20.0％

国別配分

アメリカドル
61.1％カナダドル

7.8％

その他
17.0％オーストラリア

ドル
6.7％

ユーロ
7.4％

通貨別配分

※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。
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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

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である『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
営業日の指数値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を
10,000として指数化したものです。
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している指数で、先進国の不動産投
資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄を対象に浮動株修正時価総額に基づいて算出されています。同指数はＳ
＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックス（Ｓ＆Ｐ ＤＪＩ）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信
株式会社に付与されています。Ｓ＆Ｐ ＤＪＩは、同指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

ファンドの参考指数③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を三菱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を10,000として指数化したものです。
なお、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）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。
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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グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）

「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（ＴＯＰ
ＩＸ）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（国債）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国債パフォーマンスインデック
スで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に
帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するもの
ではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

●ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドの
スポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情
報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータ
の誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利
はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

●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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