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○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。

＜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

0120-151034
（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

ワールド・リート・オープン（資産成長型）

追加型投信／内外／不動産投信 愛称：ワールド・リートＮ

第４期（決算日：2017年12月11日）

作成対象期間
（2016年12月13日～2017年12月11日）

第４期末（2017年12月11日）

基準価額 13,956円

純資産総額 1,826百万円

騰落率 2.2％

分配金合計 0円

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。
ワールド・リート・オープン（資産成長型）は、このたび第４期の決算を行いました。
当ファンドは、世界各国の上場不動産投資信託（リート）を実質的な主要投資対象とし、相対的に割安で好
配当が期待される銘柄に投資することにより、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指して運
用することを目的としております。
当期は、オーストラリアやシンガポールのリート価格が上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上
昇しました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後については、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
いと判断する銘柄を中心に投資を行っていく方針です。
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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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

1

ファンドマネージャーのコメント

当期（過去１年間）の運用で主眼においたポイントをご説明させていただきます。

配当利回りが魅力的で、不動産への直接投資と比較して割安と判断される銘柄を中心に投資を行いまし
た。

【第４期末における主なリート市場への投資比率と投資のポイント】

◎アメリカ　61.2％　 アメリカ市場は、将来の金利上昇に対する警戒感のなか、実物不動産市場が概ね良好
な状況にあり不動産価格が上昇基調にあることに加え、リートの業績が底堅い結果を示したことなどから、
リート市場は堅調な動きとなりました。ただし、小売りやオフィスなどの一部の業種においては、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。なかでも、小
売りの銘柄に関しては、事業環境に対する先行き不透明感などが嫌気され大きく調整した結果、優良な不
動産を保有する大型の銘柄を中心に割安感が高まっていると判断しており、足下では、こうした割安感に
着目した買収の動きなどがみられます。一方で、相対的に高いキャッシュフロー成長率が見込まれること
などから、リート価格が大きく上昇した産業用施設などのリート銘柄に関しては、純資産価値とのバリュ
エーションの水準から割高とみています。

◎オーストラリア　10.3％　 オーストラリア市場は、インフレ率や賃金上昇率が低水準であることなどか
ら、オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）による緩和的な金融政策は継続するとみています。実物不動産市
場では、海外機関投資家やテナントなどからの需要が安定的であることなどを背景に、シドニーなどの主
要都市に所在する優良な物件の需給バランスは改善傾向にあります。グローバルに展開するオンライン通
販大手企業の同国への本格進出などから、小売りの事業環境に対しては今後の動向を注視しているものの、
引き続き、低金利環境の中で他の主要リート市場と比較して配当利回りが高いことなどから相対的に投資
妙味が高いと判断しています。

◎日本　2.9％　 日本市場は、日銀の緩和的な金融政策がリート価格の下支えになるとみているものの、既
に将来の成長を十分に織り込んだ状態にあるとみています。足下の調整局面等を受けて、リート価格の割
高感は後退したものの、純資産価値とのバリュエーション比較、配当利回りの水準などから相対的に割高
であると考えております。

◎アジア（除く日本）（シンガポール4.6％、香港2.6％）　 日本を除くアジア市場は、高い業績成長が期待
されるアジア・リート市場で時価総額最大のリート銘柄を中心に堅調に推移しています。引き続き、相対
的に高い配当利回りなどに注目した資金流入が期待されるほか、シンガポールのオフィス市場に関しては、
足下で取引された大型不動産取引の内容等から、同市場に回復の兆しが確認できることも注目です。

◎欧州（イギリス4.6％、フランス4.7％など）　 イギリス市
場は、同国の欧州連合（ＥＵ）離脱交渉の行方などから実
物不動産市場に対する先行き不透明感は残るものの、英ポ
ンド安などを受けた海外機関投資家からの資金流入や、テ
ナントからの賃貸需要が依然として良好であることなどか
ら、ロンドンに所在する物件を中心に不動産価格などは底
堅く推移しています。足下では買い戻しの動きが確認され
るものの、イギリス全土に展開する大型銘柄やロンドンの
オフィスに特化した銘柄を中心に割安な水準にあるとみて
います。
ユーロ圏市場は、欧州圏の景気回復などを背景にリートの
業績が底堅く、こうした銘柄が保有する不動産の賃料単価
や空室率は緩やかに改善しています。配当利回りは相対的
に低いものの、純資産価値とのバリュエーションの水準は
割高感が後退しつつあります。

（注）上記の投資比率はマザーファンドにおける対純資産比率です。また、原
則として発行国をベースとした比率です。

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
運用総責任者※：　テッド・ビッグマン

※運用委託先のグローバル・リート運用に
おける運用総責任者です。
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）
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参考指数（左目盛）

基準価額等の推移

運用経過

当期中の基準価額等の推移について （第４期：2016/12/13～2017/12/11）

基準価額の動き 基準価額は期首に比べ2.2％の上昇となりました。

第４期首：13,661円
第４期末：13,956円

（既払分配金 0円）
騰落率 ： 2.2％

・参考指数は、Ｓ＆Ｐ先進国Ｒ

ＥＩＴ指数（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。

・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。

基準価額の主な変動要因

上昇要因
オーストラリアやシンガポールのリート価格が上昇したことなどが、基準
価額の上昇要因となりました。

CS5_17377338_03_os7三菱UFJ国際_ワールドリートO（資産成長型）_交運_運用経過.indd   2 2018/01/25   17:18:40



3

ワールド・リート・オープン（資産成長型）

１万口当たりの費用明細 （2016年12月13日～2017年12月11日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 226円 1.678％ (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) (132) (0.974) 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) ( 80) (0.595) 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) ( 15) (0.108) 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 4 0.029 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷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) (　4) (0.029)

(c) 有価証券取引税 1 0.005 (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷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) (　1) (0.005)

(d) その他費用 10 0.072 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

(保管費用) (　2) (0.014) 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) (0.011) 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) (　6) (0.047) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合計 241 1.784

期中の平均基準価額は、13,498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）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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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

最近５年間の基準価額等の推移について （2012年12月11日～2017年12月11日）

・参考指数は、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。

・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。

最近５年間の年間騰落率

－ －
2014/12/10 2015/12/10 2016/12/12 2017/12/11

期初 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） － － 13,545 13,478 13,661 13,956

期間分配金合計（税込み）（円） － － － 0 0 0

基準価額騰落率 － － － －0.5％ 1.4％ 2.2％

参考指数騰落率 － － － 1.5％ 2.5％ 6.8％

純資産総額（百万円） － － 1,179 2,071 2,403 1,826

・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。

参考指数は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（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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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

◎先進国リート市況
・先進国リート市況は、期を通してみると上昇しました。
・期首から2017年２月にかけては、金利上昇による売り圧力が落ち着くなかで、アメリカ
経済の回復期待やリートの底堅い決算内容などを背景に上昇しました。

・３月上旬から中旬にかけては、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げのペース
が速まるとの見方を背景に長期金利が上昇したことなどから、売り優勢となったもの
の、３月中旬から４月中旬にかけては、長期金利が低下したことなどを背景に上昇しま
した。

・４月中旬から７月中旬にかけては、アメリカの大手小売り百貨店における店舗閉鎖計画
の動きなどを背景に、同国の小売りの事業環境に対する先行き不透明感が高まったこと
などから下落したものの、７月中旬から９月中旬にかけては、産業用施設のリート銘柄
を中心にリートの決算内容が好感されたことなどを背景に底堅い動きとなりました。

・９月中旬から10月にかけては一時的に下落したものの、11月から期末にかけては、アメ
リカの大手小売りリートを巡る買収観測の報道などを背景に堅調な動きとなりました。

投資環境について （第４期：2016/12/13～2017/12/11）
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

◎為替市況
・当ファンドが投資している投資先通貨
（円を除く）は、米ドルを中心に対円
で下落しました。

・米ドルの対円レートは、期首から2017
年４月中旬にかけては、トランプ米大
統領が掲げる主要政策に対する先行き
不透明感や、北朝鮮を巡る地政学リス
クの高まりなどを背景にリスク回避の
円買いが進みました。４月中旬から期
末にかけては、ＦＲＢによる利上げ観
測の高まりや地政学リスクに対する警
戒感が後退したことなどから米ドル買
いが進行したものの、期を通してみる
と円高／米ドル安となりました。

・豪ドルの対円レートは、期首から2017
年４月中旬にかけては、北朝鮮などを
巡る世界的なリスク回避の動きから円
買いが進んだものの、４月中旬から６
月中旬にかけては一進一退の値動きと
なりました。６月中旬から９月中旬に
かけては、豪ドルは一時反転上昇した
ものの、その後は、オーストラリア準
備銀行（ＲＢＡ）による利上げ観測が
後退したことなどを背景に円高／豪ド
ル安となり、期を通してみると円高／
豪ドル安となりました。

・ユーロの対円レートは、期首から2017
年４月中旬にかけては、欧州各国の国
政選挙に対する先行き不透明感などを
背景に、円高／ユーロ安となる局面が
見られたものの、４月中旬から期末に
かけては、フランス大統領選挙の結果
などを背景にユーロ圏の政治懸念が後
退したことや、欧州中央銀行（ＥＣ
Ｂ）のドラギ総裁が量的緩和の縮小を
示唆したことなどを背景にユーロ買い
が進み、期を通してみると円安／ユー
ロ高となりました。
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

当該投資信託のポートフォリオについて

＜ワールド・リート・オープン（資産成長型）＞
・ワールド・リート・オープン　マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、組入比率
を高位に保ちました。また、実質外貨建資産に対して為替ヘッジを行いませんでした。

＜ワールド・リート・オープン　マザーファンド＞
・基準価額は期首に比べ3.9％の上昇となりました。
・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。

・当期は、事業環境に対する先行き不透明感などを背景にアメリカのリート価格が下落す
る局面で、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妙味が高まったと判断し、小売り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、ホテル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は、期首のアメリカ65.2％、オーストラリア10.8％、シンガ
ポール4.8％などから、期末にはアメリカ61.2％、オーストラリア10.3％、カナダ5.3％
などとしました。
業種別上位の組入比率は、期首の小売り29.0％、複合24.2％、ヘルスケア9.6％などか
ら、期末には小売り33.0％、複合21.2％、オフィス13.0％などとしました。

※期中においては、保有するワシントンＤＣ所在物件をスピンオフ（分離・独立）したVORNADO REALTY TRUST（アメリ

カ）の業種を、「複合」から「オフィス」へ変更しました。なお、スピンオフされた資産は、JBG SMITH PROPERTIES

（アメリカ／複合）として新たに上場しました。

◎銘柄
・LINK REIT（香港／小売り）：中国を中心としたアジア圏の景気回復期待に加え、同社が
発表した堅調な決算内容や保有物件の売却などが好感されたことなどから上昇しまし
た。

・SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ／小売り）：米大手小売り百貨店が発表した店舗
閉鎖計画などを背景に、小売りの事業環境に対する先行き不透明感が高まったことなど
から下落しました。
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

◎ポートフォリオ特性値
・配当利回りは、期首の5.47％から期末には4.86％となりました。

（注）配当利回りはマザーファンドで保有しているリートの実績配当利回りをマザーファンドの純資産に対する比率で

加重平均した年率換算配当利回りです。税金・信託報酬等は考慮していません。（出所：Bloombergをもとに三

菱ＵＦＪ国際投信作成）

・前記のような運用の結果、為替市場で米ドルが対円で下落したことなどがマイナスに作
用したものの、保有するオーストラリアやシンガポールのリート価格が上昇したことな
どがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

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（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。

・参考指数はＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（円換算）
です。

0.0％

1.0％

2.0％

3.0％

4.0％

5.0％

6.0％

7.0％

8.0％

2016/12/12～2017/12/11

ファンド 参考指数

基準価額と参考指数の対比（騰落率）
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

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、利子・配当収入の中か
ら分配金額を決定しますが、信託財産の十分な成長に資することに配慮して分配を行わな
いことがあります。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。

【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第４期

2016年12月13日～2017年12月11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 3,956

（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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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

今後の運用方針

＜ワールド・リート・オープン（資産成長型）＞
◎今後の運用方針
・引き続き、ワールド・リート・オープン　マザーファンド受益証券の組入比率を高位に
保ち運用を行っていく方針です。

＜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、トランプ米大統領が掲げる政策課題の実現化に向けた動きや、ＦＲＢによ
る利上げの頻度や影響などが材料視されると思われます。アメリカの利上げに関して
は、雇用市場の回復やインフレ率の上昇などが確認されるにつれて利上げのペースを速
めるとみられており、長期金利の上昇などは短期的にリート価格の値動きを大きくする
とみています。ただし、リート各社による借入期間の長期化の動きなどから、こうした
金利上昇の影響は軽微に留まると見られます。また、不動産価格や賃貸料などの実物不
動産市場のファンダメンタルズが依然として堅調であることなどから、リートのキャッ
シュフロー成長率は今後もプラス圏を維持すると期待されます。

・日本については、足下の調整局面などを受けて割高感は後退したものの、日銀による金
融緩和のプラス効果を過大に織り込んだ結果、依然として割高な状況にあるとみていま
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
部の業種やオーストラリアに注目します。なかでも、アメリカの大手小売りリートなど
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。
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

お知らせ

①信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集
中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約
款に所要の変更を行いました。（2017年３月９日）

②運用指図権限の委託先および委託先への報酬体系を整理し、実態はマザーファンドにお
いてのみ運用指図権限を委託していることに即した記載とするため、ベビーファンドに
おける関連規定を削除し、信託約款に所要の変更を行いました。（2017年３月９日）

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。

＊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。
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

当該投資信託の概要

商 品 分 類 追加型投信／内外／不動産投信

信 託 期 間 無期限（2013年12月11日設定）

運 用 方 針
ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保とともに信託財産の十
分な成長をはかることを目的として運用を行います。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド ワールド・リート・オープン　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

世界各国の上場不動産投資信託（リート）

運 用 方 法

・世界各国の上場不動産投資信託に分散投資します。
・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）の融合によって行います。

・相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資し、安定した配当利回りの
確保と、値上がり益の獲得を目指します。

・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。
・マザーファンドの運用の指図に関する権限を、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ます。

分 配 方 針

毎年12月10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、利子・配当収入の中から分配金額を決定しますが、信託財産の
十分な成長に資することに配慮して分配を行わないことがあります。
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

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、2012年12月から2017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。

＊ファンドについては2014年12月～2017年11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。

・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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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

組入ファンド

（組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名
第４期末

2017年12月11日

ワールド・リート・オープン
マ ザ ー フ ァ ン ド

99.5％

・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。

純資産等

項目
第４期末

2017年12月11日

純資産総額 1,826,573,960円

受益権口数 1,308,777,519口

１万口当たり基準価額 13,956円

・当期中において

追加設定元本は502,931,750円

同解約元本は　953,157,804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。

コール・ローン等

0.5％

マザーファンド受益証券

99.5％

【資産別配分】
その他

0.5％

日本

99.5％

【国別配分】

円

100.0％

【通貨別配分】

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12月11日現在）
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

基準価額の推移 組入上位10銘柄
（組入銘柄数：107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 9.7％
２ VORNADO REALTY TRUST ＲＥＩＴ アメリカ オフィス 5.0％
３ MACERICH CO/THE ＲＥＩＴ アメリカ 小売り 4.1％
４ RIOCAN REAL ESTATE INVST TR ＲＥＩＴ カナダ 小売り 3.6％
５ VENTAS INC ＲＥＩＴ アメリカ ヘルスケア 3.3％
６ STARWOOD PROPERTY TRUST INC ＲＥＩＴ アメリカ その他 2.8％
７ LIBERTY PROPERTY TRUST ＲＥＩＴ アメリカ 複合 2.8％
８ EQUITY RESIDENTIAL ＲＥＩＴ アメリカ 住宅 2.6％
９ WELLTOWER INC ＲＥＩＴ アメリカ ヘルスケア 2.5％
10 PUBLIC STORAGE ＲＥＩＴ アメリカ 倉庫 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。
2017/６/12 2017/８/８ 2017/10/５ 2017/12/５

24,000

25,000

26,000

27,000
(円) (2017年６月12日～2017年12月11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。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。

国内ＲＥＩＴ
2.9％

コール・ローン等
2.0％

外国ＲＥＩＴ
95.1％

外国株式
0.0％

【資産別配分】

その他
23.2％

カナダ
5.3％

オーストラリア
10.3％

アメリカ
61.2％

【国別配分】
その他
15.4％

カナダドル
5.3％
ユーロ
6.5％

オーストラリアドル
10.3％

アメリカドル
62.4％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （2017年６月13日～2017年12月11日）

項目
第154期～第159期
金額 比率

(a) 売買委託手数料 3円 0.013％
（投資信託証券） ( 3) (0.013)

(b) 有価証券取引税 1 0.002
（投資信託証券） ( 1) (0.002)

(c) その他費用 15 0.060
（保管費用） ( 2) (0.007)
（その他） (13) (0.052)

合計 19 0.075
作成期中の平均基準価額は、25,430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。

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 （2017年12月11日現在）

154012
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ワールド・リート・オープン（資産成長型）

指数に関して

○ファンドの参考指数である『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ＵＦ
Ｊ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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