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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。
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三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型）

追加型投信／海外／不動産投信

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 欧豪リートファンド（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、基本投資割合に沿って欧州およびオーストラリアの不動産投資信託証券への投資を行い、値

上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

当作成期は、豪州のＲＥＩＴ市況が上昇したことやユーロおよび英ポンド、豪ドルが対円で上昇したことな

どを背景に、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。

引き続き資産配分方針は、基本投資割合を維持します。

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117期（決算日：2017年６月12日）
第118期（決算日：2017年７月12日）
第119期（決算日：2017年８月14日）
第120期（決算日：2017年９月12日）
第121期（決算日：2017年10月12日）
第122期（決算日：2017年11月13日）

作成対象期間
（2017年５月13日～2017年11月13日）

第122期末（2017年11月13日）

基準価額 5,355円

純資産総額 3,694百万円

第117期～第122期

騰落率 3.2％

分配金合計 60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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・ 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
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。

・ 当ファンドは、不動産投資信
託証券への投資を行い、信託
財産の成長をめざすことを目
標としておりますが、特定の
指数を上回るまたは連動をめ
ざした運用を行っていないた
め、また、値動きを表す適切
な指数が存在しないため、ベ
ンチマークおよび参考指数は
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117期～第122期：2017/５/13～2017/11/13）

基準価額の主な変動要因

基準価額の動き 基準価額は当作成期首に比べ3.2％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

上昇要因
豪州のＲＥＩＴ市況が上昇したことやユーロおよび英ポンド、豪ドルが対
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117期首： 5,251円
第122期末： 5,355円
（既払分配金 60円）
騰落率 ： 3.2％

（分配金再投資ベース）



（2017年５月13日～2017年11月13日）

項目
第117期～第122期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 26円 0.495％ (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) (11) (0.204) 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) (13) (0.248) 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) (0.044) 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 0  0.009  (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) ( 0) (0.008) 

(先物・オプション) ( 0) (0.001) 

(c) 有価証券取引税 1  0.020  (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) ( 1) (0.020) 

(d) その他費用 2  0.040  (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) ( 2) (0.038) 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) (0.002) 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) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合計 29  0.564  

作成期中の平均基準価額は、5,162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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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11月12日～2017年11月13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
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、2012年11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。

当ファンドは、不動産投資信託証券への投資を行い、信託財産の成長をめざすことを目標としておりますが、特定の指
数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチ
マークおよび参考指数はありません。

最近５年間の年間騰落率

2012/11/12 2013/11/12 2014/11/12 2015/11/12 2016/11/14 2017/11/13
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 3,241 4,398 5,410 5,611 4,365 5,355
期間分配金合計（税込み）（円） － 120 120 120 120 120
分配金再投資基準価額騰落率 － 39.7％ 26.2％ 5.9％ －20.3％ 25.6％
純資産総額（百万円） 5,178 5,862 6,048 5,244 3,594 3,694

・ ファンド年間騰落率は、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。
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投資環境について （第117期～第122期：2017/５/13～2017/11/13）

◎欧州ＲＥＩＴ市況
・英国の欧州連合（ＥＵ）離脱を巡る先
行き不透明感の高まりや英国長期金利
の上昇などを受けて、欧州ＲＥＩＴ市
況（ローカルベース）は下落しました。

◎為替市況
・為替市況は、当作成期首に比べて6.9％
の円安・ユーロ高、1.6％の円安・英ポ
ンド高となりました。

（注） Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴインデックスとは、Ｓ＆Ｐ

ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するＳ＆Ｐ

ヨーロッパ株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資

信託（ＲＥＩＴ）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動

株修正時価総額に基づいて算出される指数です。Ｓ＆Ｐ

ヨーロッパＲＥＩＴインデックス（配当込み、円換算

ベース）とは、Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴインデックス

（配当込み）をもとに、委託会社が計算したものです。

Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴインデックスはS&P Dow 

Jones Indices LLC（「SPDJI」）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。Standard & Poor’sⓇおよびS&PⓇは

Standard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の

登録商標で、Dow JonesⓇはDow JonesTrademark Holdings 

LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標

を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を

許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、

Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってス

ポンサー、保証、販売、または販売促進されているも

のではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品へ

の投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ

ヨーロッパＲＥＩＴインデックスの誤り、欠落、また

は中断に対して一切の責任も負いません。
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◎豪州ＲＥＩＴ市況
・資源価格の上昇による豪州株式市況の
上昇などを受けて、豪州ＲＥＩＴ市況
（ローカルベース）は上昇しました。

◎為替市況
・為替市況は、当作成期首に比べて3.4％
の円安・豪ドル高となりました。

（注） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ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、オーストラリア証券取引所の上場不動産

投資信託の値動きを示す代表的な指数の１つです。

Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ（配当

込み、円換算ベース）とは、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－

ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ（配当込み）をもとに、委託会社

が計算したものです。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ 

ＩｎｄｅｘはS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）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。Standard & 

Poor’sⓇ およびS&PⓇ はStandard & Poor’s Financial 

Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow JonesⓇは

Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の

登録商標であり、これらの商標を利用するライセンス

がSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセン

スが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与され

ています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまた

はそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販

売、または販売促進されているものではなく、これら

関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関

するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－

ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘの誤り、欠落、または中断に対し

て一切の責任も負いません。
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当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型）＞
・基本投資割合に沿って欧州およびオーストラリアの不動産投資信託証券（リート）への
投資を行い、値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。

・その結果、当作成期は、豪州のＲＥＩＴ市況が上昇したことやユーロおよび英ポンド、
豪ドルが対円で上昇したことなどを背景に、基準価額（分配金再投資ベース）は上昇し
ました。

基準価額の主な変動要因の内訳は以下の通りです。
（内訳）
ヨーロッパ・リート・マザーファンド　　　　1.3％程度
オーストラリア・リート・マザーファンド　　2.5％程度
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　△0.6％程度

なお、2017年７月に、各地域のリート市場の規模、配当利回り等を勘案し、基本投資割合
の定期見直しを行いました。

見直し前 見直し後
ヨーロッパ・リート・マザーファンド 55％ 60％
オーストラリア・リート・マザーファンド 45％ 40％

（ご参考）
資産配分の推移

ヨーロッパ・リート オーストラリア・リート コールその他資産
基本投資割合 60.0％ 40.0％ 0.0％

（作成期首） 2017年５月12日 56.3 43.2 0.5
５月末　 56.1 43.4 0.5
６月末　 55.5 44.0 0.5
７月末　 59.4 40.1 0.5
８月末　 60.2 39.4 0.5
９月末　 60.2 39.3 0.5
10月末　 59.9 39.6 0.5

（作成期末） 2017年11月13日 58.7 40.8 0.5
（注）比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。
（注）基本投資割合は2017年７月に変更を行っており、上記比率は当作成期末時点のものです。
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＜ヨーロッパ・リート・マザーファンド＞
　基準価額は当作成期首に比べ2.1％の上昇となりました。

・Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴインデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている
不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざし
て、運用を行いました。

・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマー
クとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

【ベンチマークとの比較】
ベンチマークは2.9％の上昇となったため、カイ離は△0.8％程度となりました。

◎組入比率要因
　組入比率による影響は0.0％程度でした。
・作成期を通じてファンドの資産のほぼ100％をリートに投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因
　銘柄選択による影響は△0.0％程度でした。
・ベンチマーク採用の全銘柄に投資し、その組入比率はベンチマ－クとほぼ同様の水準に
て推移させました。

◎その他の要因
　その他の要因による影響は△0.8％程度でした。
・その他の要因としては、配当課税・売買コスト・保管料・為替効果等による影響などが
含まれます。

為  替  効  果： 現地通貨建て投資口価格を円建てに換算する方法が、ファンドとベンチマークで異なるため生じる差異。
フ  ァ  ン  ド： 投資口価格（現地通貨建て前日終値）を翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。
ベンチマーク： 投資口価格（現地通貨建て前日終値）を同日ロンドン時間の16時時点の為替レートを使い一旦ドル換算で評価。その後

翌日の対顧客電信売買相場の仲値を使い円に換算し評価。

組入比率
要　　因

銘柄選択
要　　因

その他の
要　　因

合　計

ベンチマーク
と の カ イ 離

0.0％程度 △0.0％程度 △0.8％程度 △0.8％程度

（注） 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。
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（ご参考）
不動産投資信託証券用途別構成比率
2017年４月末 2017年10月末

（注） 比率は不動産投資信託証券評価額に対する割合です。

（注） ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）に基づいて、弊社の分類で表示しています。

＜オーストラリア・リート・マザーファンド＞
　基準価額は当作成期首に比べ6.1％の上昇となりました。

・Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）に採用され
ている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果を
めざして、運用を行いました。

・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、各銘柄の組入比率が原則ベンチマークに
準じた比率となるようにポートフォリオを構築しました。

【ベンチマークとの比較】
ベンチマークは5.9％の上昇となったため、カイ離は0.2％程度となりました。

◎組入比率要因
　組入比率による影響は0.0％程度でした。
・作成期を通じてファンドの資産のほぼ100％をＲＥＩＴ（先物を含む）に投資しました。
・効率的に運用を行うため、円貨、外貨現金などを若干保有しました。

◎銘柄選択要因
　銘柄選択による影響は0.0％程度でした。

組入比率
要　　因

銘柄選択
要　　因

その他の
要　　因

合　計

ベンチマーク
と の カ イ 離

0.0％程度 0.0％程度 0.2％程度 0.2％程度

（注） 四捨五入などにより各要因を合算した値と合計が一致しないことがあります。
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◎その他の要因
　その他の要因による影響は0.2％程度でした。
・その他の要因としては、過去に割り当てられた非上場株式の清算分配金・配当課税・売
買コスト・保管料等による影響などが含まれます。

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、不動産投資信託証券への投資を行い、信託財産の成長をめざすことを目
標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないた
め、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は
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。

（注） 比率は不動産投資信託証券評価額に対する割合です。

（注） ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）に基づいて、弊社の分類で表示しています。

（ご参考）
不動産投資信託証券用途別構成比率
2017年４月末 2017年10月末



【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

2017年５月13日～
2017年６月12日

2017年６月13日～
2017年７月12日

2017年７月13日～
2017年８月14日

2017年８月15日～
2017年９月12日

2017年９月13日～
2017年10月12日

2017年10月13日～
2017年11月13日

当期分配金 10　 10　 10　 10　 10　 10　

（対基準価額比率） 0.197％ 0.197％ 0.198％ 0.190％ 0.191％ 0.186％

当期の収益 6　 10　 6　 10　 4　 10　

当期の収益以外 3　 －　 3　 －　 5　 －　

翌期繰越分配対象額 388　 412　 409　 419　 414　 422　

（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、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。

今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型）＞
・ヨーロッパ・リート・マザーファンド受益証券を60％程度、オーストラリア・リート・
マザーファンド受益証券を40％程度組み入れた運用を行います。

＜ヨーロッパ・リート・マザーファンド＞
・Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴインデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている
不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざし
て、運用を行います。

＜オーストラリア・リート・マザーファンド＞
・Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 200 Ａ－ＲＥＩＴ Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）に採用され

ている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果を
めざして、運用を行います。
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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。
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当該投資信託の概要

商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信

信 託 期 間 無期限（2007年６月13日設定）

運 用 方 針

主としてヨーロッパ・リート・マザーファンド受益証券およびオーストラリ
ア・リート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州各国および
オーストラリアの不動産投資信託証券への投資を行います。各マザーファン
ド受益証券への基本投資割合については70％程度を上限に、委託会社が欧州
およびオーストラリアのリート市場規模を勘案して決定し、原則として年１
回見直しを行います。見直しにあたっては、各リート市場の配当利回り等を
勘案する場合があります。なお、欧州またはオーストラリアのリート市場の
規模が大きく変動した場合、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準
となったとき等、やむを得ない事情が発生した際は、随時基本投資割合を見
直すことがあります。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持する
ことを基本とします。実質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

ヨーロッパ・リート・マザーファンド受益証券およびオー
ストラリア・リート・マザーファンド受益証券を主要投資
対象とします。このほか、当ファンドで直接投資すること
があります。

ヨーロッパ・リート・
マ ザ ー フ ァ ン ド

Ｓ＆ＰヨーロッパＲＥＩＴインデックス（配当込み、円換
算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投
資対象とします。

オーストラリア ･リート ･
マ ザ ー フ ァ ン ド

オーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信
託証券を主要投資対象とします。

運 用 方 法
欧州各国およびオーストラリアの不動産投資信託証券を実質的な主要投資対
象とし、基本投資割合に沿った投資を行い、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。



三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型）

13

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11月から2017年10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。
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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11月13日現在）

組入ファンド

純資産等

種別構成等

（組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名
第122期末

2017年11月13日

ヨ ー ロ ッ パ・ リ ー ト・ マ ザ ー フ ァ ン ド 58.7％

オーストラリア・リート・マザーファンド 40.8％

・ 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。

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

2017年６月12日 2017年７月12日 2017年８月14日 2017年９月12日 2017年10月12日 2017年11月13日

純資産総額 3,749,716,502円 3,683,287,636円 3,627,516,414円 3,725,775,237円 3,687,461,156円 3,694,194,071円

受益権口数 7,389,935,909口 7,284,870,059口 7,193,652,046口 7,106,310,116口 7,039,996,999口 6,898,648,118口

１万口当たり基準価額 5,074円 5,056円 5,043円 5,243円 5,238円 5,355円

・当作成期間中（第117期～第122期）において

　追加設定元本は  21,780,809円

　同解約元本は   621,246,175円です。

・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。



項目
当期

金額 比率
(a) 売買委託手数料 1円 0.010％

(投資信託証券) (1) (0.010) 
(b) 有価証券取引税 3  0.033  

(投資信託証券) (3) (0.033) 
(c) その他費用 4  0.051  

(保管費用) (4) (0.050) 
(その他) (0) (0.000) 

合計 8  0.094  
期中の平均基準価額は、8,401円です。

（2017年５月13日～2017年11月13日）
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組入上位ファンドの概要

ヨーロッパ・リート・マザーファンド

１万口当たりの費用明細

組入上位10銘柄基準価額の推移

（組入銘柄数：54銘柄）

銘柄 種類 国 業種/種別 比率
１ UNIBAIL-RODAMCO SE REIT フランス 不動産 17.7％

２ LAND SECURITIES GROUP PLC REIT イギリス 不動産 6.5％

３ KLEPIERRE REIT フランス 不動産 5.9％

４ BRITISH LAND CO PLC REIT イギリス 不動産 5.7％

５ GECINA SA REIT フランス 不動産 5.2％

６ SEGRO PLC REIT イギリス 不動産 5.0％

７ HAMMERSON PLC REIT イギリス 不動産 3.9％

８ FONCIERE DES REGIONS REIT フランス 不動産 3.8％

９ MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA REIT スペイン 不動産 3.0％

10 ICADE REIT フランス 不動産 2.8％

・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。

・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。

（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。

290264

（2017年11月13日現在）

種別構成等
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項目
当期

金額 比率
(a) 売買委託手数料 1円 0.008％

(投資信託証券) (1) (0.005) 
(先物・オプション) (0) (0.003) 

(b) その他費用 3  0.021  
(保管費用) (3) (0.021) 
(その他) (0) (0.000) 

合計 4  0.029  
期中の平均基準価額は、16,194円です。

（2017年５月11日～2017年11月10日）

組入上位ファンドの概要

オーストラリア・リート・マザーファンド

１万口当たりの費用明細

組入上位10銘柄基準価額の推移

（組入銘柄数：21銘柄）

銘柄 種類 国 業種/種別 比率
１ SCENTRE GROUP REIT オーストラリア 不動産 18.5％
２ WESTFIELD CORP REIT オーストラリア 不動産 13.0％
３ GOODMAN GROUP REIT オーストラリア 不動産 11.6％
４ STOCKLAND REIT オーストラリア 不動産 9.4％
５ DEXUS REIT オーストラリア 不動産 8.5％
６ GPT GROUP REIT オーストラリア 不動産 7.9％
７ MIRVAC GROUP REIT オーストラリア 不動産 7.8％
８ VICINITY CENTRES REIT オーストラリア 不動産 7.6％
９ CHARTER HALL GROUP REIT オーストラリア 不動産 2.4％
10 INVESTA OFFICE FUND REIT オーストラリア 不動産 1.9％

・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。

・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。

（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。

968459

（2017年11月10日現在）

種別構成等
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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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