
お問い合わせ先
フリーダイヤル：0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です｡)

PCサイト　http://www.smtam.jp/
スマートフォンサイト　http://s.smtam.jp/

＜140849＞

三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。上記ＰＣサイトにアクセスし、
「ファンドを検索する」等から、当ファンドのページを表示させることにより、運用（償還）報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることがで
きます。なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

償還日
償還価額 4,753円75銭
純資産総額 2,084百万円
騰落率 0.2％

分配金合計 150円
（注１）以下本書において、基準（償還）価額及び分配金は１万口当た

りで表記しています。
（注２）騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみな

して計算したものです。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドは、新興国を中心とした世界の高金
利通貨建ての国際機関債、政府機関債、州政府
債、国債等に投資することにより、安定したインカム
ゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を
めざして運用を行ってまいりましたが、このたび、信
託期間を満了し、償還いたしました。
ここに運用状況と償還内容についてご報告申しあげ
ますとともに、受益者のみなさまのご愛顧に対しまし
て厚くお礼申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあ
げます。

ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型）
（愛称：ハイインカム・スープラ）

追加型投信／海外／債券

交 付 償 還 報 告 書
（作成対象期間　2019年１月16日～2019年７月16日）

第115期（決算日　2019年２月15日）　第118期（決算日　2019年５月15日）
第116期（決算日　2019年３月15日）　第119期（決算日　2019年６月17日）
第117期（決算日　2019年４月15日）　第120期（償還日　2019年７月16日）
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（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマン
スを示すものです。

（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なりま
す。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）分配金再投資基準価額は、2019年１月15日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

当作成期の基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。当作成期初より、米中通商協議の進展期待が高
まったことやＦＲＢ（米連邦準備理事会）議長が利上げ停止を示唆したことを受けてリスク選好の動きが強まり、組
入通貨が対円で上昇したことから基準価額は上昇しました。2019年２月上旬以降は、ユーロ圏や中国の経済指標
悪化による世界景気の減速懸念やトランプ米大統領が対中制裁関税の引き上げを表明したことによる貿易摩擦
の拡大を背景にリスク回避の動きが強まり、組入通貨が対円で下落したことから基準価額は下落しましたが、６月
上旬以降は、ＦＲＢ高官が利下げの可能性に言及したことやＥＣＢ（欧州中央銀行）の金融緩和観測が高まったこと
に加え、米中首脳会談の開催による貿易摩擦の緩和期待を背景にリスク選好の動きが強まり、組入通貨が対円で
上昇したことから基準価額は上昇しました。なお、償還日にかけては、当ファンドの主要投資対象である「ハイインカ
ム国際機関債 マザーファンド」が満期償還に向けて組入資産を全て売却したことから、基準価額は横ばい圏の動
きとなりました。

運用経過の説明

１ 基準価額等の推移
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純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 第115期首：4,893円

償還日：4,753円75銭（既払分配金150円）
騰落率：0.2％（分配金再投資ベース）

２ 基準価額の主な変動要因
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項目
当作成期

項目の概要（2019年1月16日～2019年7月16日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 30円 0.619％ （ａ）信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率
期中の平均基準価額は4,854円です。
信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています｡

（投信会社） （14） （0.291） 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社） （14） （0.296） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、

購入後の情報提供等の対価
（受託会社） （2） （0.032） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ） 売買委託手数料 － － （ｂ）売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払
う手数料

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（ｃ） 有価証券取引税 － － （ｃ）有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕×10,000〔期中の平均受益権口数〕
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す
る税金

（株式） （－） （－）
（新株予約権証券） （－） （－）
（オプション証券等） （－） （－）
（新株予約権付社債（転換社債）） （－） （－）
（公社債） （－） （－）
（投資信託証券） （－） （－）

（ｄ） その他費用 1 0.021 （ｄ）その他費用＝ 〔期中のその他費用〕 ×10,000〔期中の平均受益権口数〕
（保管費用） （1） （0.018） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保

管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用） （0） （0.003） 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （0） （0.000） その他は、金銭信託預入に係る手数料等

合計 31 0.640
（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって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。

なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

運用経過の説明

３ １万口当たりの費用明細
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（注１）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとして計算しております。
（注２）分配金再投資基準価額は、2014年７月15日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

2014年７月15日
決算日

2015年７月15日
決算日

2016年７月15日
決算日

2017年７月18日
決算日

2018年７月17日
決算日

2019年７月16日
償還日

基準（償還）価額 （円） 8,532 7,976 6,290 6,211 5,118 4,753.75

期間分配金合計（税引前） （円） － 600 600 600 540 330

分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 0.4 △13.7 9.0 △9.4 △0.6

純資産総額 （百万円） 13,285 8,728 5,006 3,979 2,720 2,084

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

運用経過の説明

４ 最近５年間の基準価額等の推移
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為替市場では、ＦＲＢやＥＣＢの金融緩和観測によるリスク選好の動きから組入通貨が対円で上昇する場面があり
ましたが、ユーロ圏や中国の経済指標悪化による世界景気の減速懸念に加え、米中貿易摩擦の拡大を背景にリス
ク回避の動きが強まったことから、組入通貨は概ね対円で下落しました。
組入債券につきましては、世界景気の減速懸念や米中貿易摩擦の拡大を背景にリスク回避の動きが強まりました
が、ＦＲＢやＥＣＢの金融緩和観測による欧米金利低下（債券価格は上昇）の影響を受けて、金利は概ね低下しました。

「ハイインカム国際機関債 マザーファンド」受益証券を概ね100％組み入れ、債券の実質組入比率が高位となる
ように運用しました。なお、当ファンドの満期償還に伴い、2019年７月中旬に「ハイインカム国際機関債 マザーファ
ンド」受益証券を全て売却しました。

【「ハイインカム国際機関債 マザーファンド」の運用経過】
通貨配分につきましては、対米関係の悪化や中央銀行による金融引き締め姿勢の後退を受けて下落懸念が強
まったトルコ・リラ建債を全て売却した一方で、景気が堅調に推移するポーランド・ズロチ建債などの組入比率を引
き上げました。なお、当ファンドの満期償還に向けて、2019年６月下旬から７月上旬にかけて組入資産を全て売却し
ました。

運用経過の説明

５ 投資環境

６ 当ファンドのポートフォリオ
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当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただ
きました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。

（１万口当たり・税引前）

項目
第115期 第116期 第117期 第118期 第119期

2019年１月16日～
2019年２月15日

2019年２月16日～
2019年３月15日

2019年３月16日～
2019年４月15日

2019年４月16日～
2019年５月15日

2019年５月16日～
2019年６月17日

当期分配金 （円） 30 30 30 30 30
（対基準価額比率） （％） （0.600） （0.603） （0.603） （0.633） （0.637）
当期の収益 （円） 30 23 27 18 18
当期の収益以外 （円） － 6 2 11 11

翌期繰越分配対象額 （円） 310 304 301 290 278
（注１）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合が

あります。
（注２）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）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３）－印は該当がないことを示します。

運用経過の説明

７ 当ファンドのベンチマークとの差異

８ 分配金
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主要投資対象である「ハイインカム国際機関債 マザーファンド」受益証券を概ね100％組み入れ、債券の実質組
入比率が概ね高位となるように運用しました。

【「ハイインカム国際機関債 マザーファンド」の運用経過】
○第１作成期
設定直後より、オーストラリア・ドル、ブラジル・レアル、トルコ・リラといった各地域の中で相対的に金利水準が高く、
ファンダメンタルズに安定感のある国の通貨を高位に組み入れたほか、メキシコ・ペソや南アフリカ・ランドは中位の
組み入れ、ニュージーランド・ドルは低位の組み入れとし、概ね当作成期末まで維持しました。また、2009年11月よ
り東欧地域の中で相対的に景気が底堅い動きを見せていたポーランド・ズロチ建債券の組み入れを行いましたが、
金利水準が低いことや、欧州の信用不安の影響を受けやすいことから低位の組み入れとしました。この結果、当作
成期末時点では７通貨に分散投資しています。また、ポートフォリオの平均残存期間は、各通貨のイールドカーブ

（利回り曲線）上の割安銘柄を中心に債券の組み入れを行い、2.2～2.5年程度の範囲で推移させました。

○第２作成期
通貨配分につきましては、景気回復力が強く利上げ局面にあるオーストラリア・ドルやブラジル・レアルに加え、東
欧・中東地域の中では相対的にファンダメンタルズに安定感があり金利水準の高いトルコ・リラを高位に組み入れ
たほか、緩やかながらも景気回復基調にある米国景気の恩恵を受けるメキシコ・ペソや景気回復力は強くないもの
の金利水準が高い南アフリカ・ランドは中位の組み入れとしました。利上げが行われたものの金利水準が低い
ニュージーランド・ドルや景気は堅調な一方で欧州の信用不安の影響を受けやすいポーランド・ズロチは低位の組
み入れとしました。この結果、当作成期末時点では７通貨に分散投資しています。また、ポートフォリオの平均残存
期間は、各通貨のイールドカーブ上の割安銘柄を中心に債券の組み入れを行い、2.2～2.6年程度の範囲で推移
させました。

○第３作成期
通貨配分につきましては、東欧・中東地域の中では相対的にファンダメンタルズに安定感があるトルコ・リラ、景気が
堅調で金利先高感のあるブラジル・レアルやオーストラリア・ドルを高位に組み入れたほか、緩慢な米国景気の影
響を受けやすいメキシコ・ペソや景気回復力は鈍いものの依然金利水準の高い南アフリカ・ランドは中位の組み入
れとしました。一方、金利水準が低いニュージーランド・ドルや欧州の信用不安の影響を受けやすいポーランド・ズロ
チは低位の組み入れとしました。当作成期末時点では７通貨に分散投資しています。また、ポートフォリオの平均残
存期間は、各通貨のイールドカーブ上の割安銘柄を中心に債券の組み入れを行い、2.4～2.6年程度の範囲で推
移させました。

設定以来の運用経過
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○第４作成期
通貨配分につきましては、景気が堅調で利上げ基調にあるオーストラリア・ドルやブラジル・レアルに加え、東欧・中
東地域の中では相対的に金利水準の高いトルコ・リラを高位に組み入れたほか、緩慢な米国景気の影響を受けや
すいメキシコ・ペソや景気回復力は鈍いものの金利水準の高い南アフリカ・ランドは中位の組み入れとしました。一
方、金利水準が低いニュージーランド・ドルや欧州債務不安の影響を受けやすいポーランド・ズロチは低位の組み
入れとしました。また、2011年３月より、内需が堅調で資源国でもあるインドネシア・ルピアを投資対象に追加し、５％
程度の組み入れを維持しました。これにより、当作成期末時点では８通貨に分散投資しています。また、ポートフォリ
オの平均残存期間は、各通貨のイールドカーブ上の割安銘柄を中心に債券の組み入れを行い、2.4～2.7年程度
の範囲で推移させました。

○第５作成期
通貨配分につきましては、景気が底堅く、ファンダメンタルズに安定感のあるオーストラリア・ドルやブラジル・レアル
に加え、東欧・中東地域の中では相対的に金利水準の高いトルコ・リラを高位に組み入れたほか、緩慢な米国景気
の影響を受けやすいメキシコ・ペソや金利水準は高いものの景気回復力が鈍い南アフリカ・ランドは中位の組み入
れとしました。投資対象国の中では金利水準が低いニュージーランド・ドルや流動性がやや低いインドネシア・ルピ
アは低位の組み入れとしました。なお、欧州債務問題が一段と深刻化する可能性が出てきたことにより、2011年
12月にポーランド・ズロチ建債を全て売却しました。この結果、当作成期末時点での組み入れ通貨は７通貨となりま
した。また、ポートフォリオの平均残存期間は、2.0～2.5年程度の範囲で推移させました。

○第６作成期
通貨配分につきましては、景気減速感や利下げ観測はあるもののファンダメンタルズに安定感のあるオーストラリ
ア・ドルやブラジル・レアルのほか、東欧・中東地域の中では相対的に金利水準の高いトルコ・リラを高位に組み入
れました。また、緩慢な米国景気の影響を受けやすいメキシコ・ペソや金利水準は高いものの景気回復力が鈍い南
アフリカ・ランドは中位の組み入れとし、投資対象国の中では金利水準が低いニュージーランド・ドルや流動性がや
や低いインドネシア・ルピアは低位の組み入れとしました。組入債券につきましては、平均残存期間を2.0～2.3年程
度の範囲で推移させました。

設定以来の運用経過
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○第７作成期
通貨配分につきましては、追加利下げ観測はあるものの国内景気が底堅いオーストラリア・ドルや、政策当局のレア
ル高抑制姿勢は強いものの景気底打ち観測が強まったブラジル・レアル、インフレ圧力の後退や経常赤字の縮小
傾向が続いたトルコ・リラを高位に維持したほか、相対的に底堅い米国景気の恩恵を受けるものの金利水準が低
いメキシコ・ペソや、金利水準は高いものの景気回復力が弱い南アフリカ・ランドは中位の組み入れを維持しました。
一方で、金利水準が低いニュージーランド・ドルや流動性が高くないインドネシア・ルピアの比率は低位に維持しまし
た。なお、当作成期末時点では、７通貨に分散投資しています。また、組入債券につきましては、平均残存期間を2.2
～2.6年程度の範囲で推移させました。

○第８作成期
通貨配分につきましては、ブラジル・レアルやトルコ・リラに加え、メキシコ・ペソやオーストラリア・ドルを高位の組み
入れとしたほか、南アフリカ・ランドは中位の組み入れとし、ニュージーランド・ドルやインドネシア・ルピアは低位の組
み入れとしました。自国通貨高抑制を目的とした追加利下げ観測が継続したオーストラリア・ドルや労働争議の再
燃による景気への悪影響が懸念された南アフリカ・ランドの組入比率をやや引き下げた一方で、新政権による構造
改革への期待が高まっているメキシコ・ペソや震災からの復興需要により景気加速が見込まれるニュージーランド・
ドルの組入比率をやや引き上げました。なお、当作成期末時点では、７通貨に分散投資しています。また、組入債券
につきましては、平均残存期間を2.5～2.7年程度の範囲で推移させました。

○第９作成期
通貨配分につきましては、中央銀行が自国通貨高抑制姿勢を強めたオーストラリア・ドルの組入比率を５％程度引
き下げたほか、労働争議多発による景気への悪影響が懸念された南アフリカ・ランドの組入比率を３％程度引き下
げました。一方で、政府の構造改革への期待や主要輸出先である米国の景気回復を背景に資金流入期待が高
まっているメキシコ・ペソや景気回復により先行きの利上げ期待が出てきたニュージーランド・ドルの組入比率を各
３％程度引き上げました。この結果、メキシコ・ペソやブラジル・レアル、トルコ・リラを高位の組み入れとしたほか、
オーストラリア・ドルは中位の組み入れ、ニュージーランド・ドルやインドネシア・ルピア、南アフリカ・ランドは低位の組
み入れとし、当作成期末時点では７通貨に分散投資しています。また、組入債券につきましては、平均残存期間を
2.5～2.8年程度の範囲で推移させました。

○第10作成期
通貨配分につきましては、景気回復を背景とした金融引き締め局面にあるものの、輸出品価格の下落などから先
行きの景気抑制要因が出てきたニュージーランド・ドルの組入比率を７％程度引き下げた一方で、中国の景気不透
明感の後退により底堅い動きが期待されたオーストラリア・ドルの組入比率を６％程度引き上げたほか、大統領選
挙に対する不透明感から売られすぎ感のあったインドネシア・ルピアの組入比率を２％程度引き上げました。この結
果、メキシコ・ペソやブラジル・レアル、トルコ・リラやオーストラリア・ドルの組入比率を高位としたほか、インドネシア・
ルピア、南アフリカ・ランドは中位の組み入れ、ニュージーランド・ドルは低位の組み入れとし、当作成期末時点では７
通貨に分散投資しています。また、組入債券につきましては、平均残存期間を2.3～2.6年程度の範囲で推移させま
した。

設定以来の運用経過
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○第11作成期
通貨配分につきましては、インフレ率の高止まりや金融引き締めの影響から景気が減速傾向にある南アフリカ・ラン
ドの組入比率をやや引き下げた一方で、国内景気が底堅く推移するオーストラリア・ドルの組入比率をやや引き上
げました。この結果、当作成期末時点では７通貨に投資し、メキシコ・ペソやブラジル・レアルのほか、オーストラリア・
ドルやトルコ・リラの組入比率を高位としています。また、組入債券の平均残存期間は、2.2～2.4年程度の範囲で
推移させました。

○第12作成期
通貨配分につきましては、国債の格下げ懸念が強まったブラジル・レアルの組入比率をやや引き下げた一方で、原
油価格の下落によりインフレ率が低下したトルコ・リラの組入比率をやや引き上げました。この結果、当作成期末時
点では７通貨に投資し、メキシコ・ペソやトルコ・リラのほか、オーストラリア・ドルやブラジル・レアルの組入比率を高
位としています。また、組入債券の平均残存期間は、2.3～2.8年程度の範囲で推移させました。

○第13作成期
通貨配分につきましては、前作成期末の組み入れを概ね維持しました。当作成期末時点では、最大の輸出先であ
る米国の景気回復の恩恵を受けるメキシコ・ペソや中央銀行の追加金融緩和姿勢が後退しているオーストラリア・
ドルに加え、原油価格下落によりインフレ率低下と経常赤字縮小が期待されるトルコ・リラや金融引き締めにより金
利が高水準にあるブラジル・レアルの組入比率を高位に維持しています。また、組入債券の平均残存期間は、2.6
～2.8年程度の範囲で推移させました。

○第14作成期
通貨配分につきましては、前作成期末の組み入れを概ね維持しました。米国の景気回復の恩恵を受けるメキシコ・
ペソや景気が底堅く推移するオーストラリア・ドルに加え、インフレ圧力が後退しているトルコ・リラや大統領の職務
停止により政策変更への期待が高まっているブラジル・レアルの組入比率を高位に維持しました。

○第15作成期
通貨配分につきましては、米国大統領選挙でトランプ氏が勝利したことを受けて経済への悪影響が懸念されるメ
キシコ・ペソや大統領の強権的政治姿勢に対する不安が高まったトルコ・リラの組入比率を引き下げた一方、政権
交代による財政構造改革期待があるブラジル・レアルや景気が堅調に推移するインドネシア・ルピアなどの組入比
率を引き上げました。

設定以来の運用経過
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○第16作成期
通貨配分につきましては、大統領の汚職疑惑による政治的不透明感が高まったブラジル・レアルの組入比率を引
き下げた一方、景気が堅調に推移するインドネシア・ルピアや通貨安によるインフレ上昇圧力の後退が予想される
トルコ・リラなどの組入比率を引き上げました。

○第17作成期
通貨配分につきましては、米国との外交関係が悪化したことで資金流出の動きが強まったトルコ・リラや2018年の
大統領選挙に対する不透明感が高まったメキシコ・ペソの組入比率を引き下げた一方で、大幅な利下げによる景
気回復が期待されるブラジル・レアルなどの組入比率を引き上げました。

○第18作成期
通貨配分につきましては、インフレ率の上昇に対する政策不透明感が高まったトルコ・リラや主要輸出先である中
国の景気減速懸念が強まったオーストラリア・ドルの組入比率を引き下げた一方で、大統領選挙後の政策変更に
対する懸念が後退したメキシコ・ペソや新政権による構造改革が期待される南アフリカ・ランドの組入比率を引き
上げました。

○第19作成期
通貨配分は、新興国経済への不安が高まる中で、景気が高成長を維持するなどファンダメンタルズが良好なポー
ランド・ズロチ建債を新たに組み入れたほか、通貨下落により割安感が強まった南アフリカ・ランド建債の組入比率
を引き上げました。一方で、景況感の悪化などにより利上げ期待が後退したニュージーランド・ドル建債を全て売却
したほか、大統領選挙の終了による不透明感の後退や新大統領の政策への期待から上昇したブラジル・レアル建
債やメキシコ・ペソ建債の組入比率を引き下げました。

○第20作成期
通貨配分につきましては、対米関係の悪化や中央銀行による金融引き締め姿勢の後退を受けて下落懸念が強
まったトルコ・リラ建債を全て売却した一方で、景気が堅調に推移するポーランド・ズロチ建債などの組入比率を引
き上げました。なお、当ファンドの満期償還に向けて、2019年６月下旬から７月上旬にかけて組入資産を全て売却し
ました。

設定以来の運用経過

CC_19564482_02_ost三住T_ハイインカム国際機関債F（毎月）_交償_運用経過.indd   10 2019/08/28   15:29:29



11

該当事項はありません。

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 信託期間は2009年７月30日から2019年７月16日までです。

運 用 方 針
主として、「ハイインカム国際機関債 マザーファンド」の受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいま
す。）への投資を通じて、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざして運
用を行います。

主要投資対象

ハイインカム国際機関債
ファンド（毎月分配型） 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

ハイインカム国際機関債
マ ザ ー フ ァ ン ド

新興国通貨建てを中心とした高格付の国際機関債、政府機関債、州政府債等
を主要投資対象とします。

運 用 方 法
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、新興国を中心とした世界の高金利通貨
建ての国際機関債、政府機関債、州政府債、国債等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保
と投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。

分 配 方 針
原則として、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。
分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
が少額の場合には分配を行わないことがあります。

お知らせ

当ファンドの概要
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（注１）2014年７月～2019年６月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラ
スについて表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。

（注２）当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価
額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

（注３）各資産クラスの指数
日本株・・・・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）※１

先進国株・・・ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）※２

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、円ベース）※３

日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債※４

先進国債・・・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※５

新興国債・・・ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）※６

海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数を使用しております。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※１ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上

場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株
価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有してい
ます。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

※２ＭＳＣＩコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総
額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財
産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権
利を有しています。

※３ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価
総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的
財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する
権利を有しています。

※４ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収
益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は
野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同
指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

※５ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。

※６本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、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 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

150％

100％

0％

50％

△100％

△50％

当ファンド

（2014/7～2019/6）

△4.0％

41.9％ 34.1％ 37.2％
9.3％ 19.3％ 19.3％

9.7％ 11.0％ 7.3％ 2.0％ 2.8％ 1.4％

△22.0％ △17.5％ △12.3％ △17.4％△27.4％△17.0％

15.4％

△1.9％

最大値
最小値
平均値
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○組入ファンド
　償還時における該当事項はありません。

（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

項目 第115期末 第116期末 第117期末 第118期末 第119期末 償還日
2019年２月15日 2019年３月15日 2019年４月15日 2019年５月15日 2019年６月17日 2019年７月16日

純資産総額 2,366,981,349円 2,338,330,990円 2,264,227,194円 2,117,210,294円 2,073,842,303円 2,084,124,061円
受益権総口数 4,763,158,549口 4,730,137,590口 4,577,400,210口 4,497,227,358口 4,432,135,478口 4,384,171,747口

１万口当たり基準（償還）価額 4,969円 4,943円 4,947円 4,708円 4,679円 4,753円75銭
※当作成期間（第115期～第120期）中における追加設定元本額は29,402,013円、同解約元本額は464,180,060円です。

当ファンドのデータ

１ 当ファンドの組入資産の内容

円
100.0％

○通貨別配分

日本
100.0％

○国別配分

短期金融資産等
100.0％

○資産別配分

２ 純資産等
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