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<運用報告書のお問い合わせ先>

サポートデスク　 0120-565787

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

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交付できる旨定めています。運用報告
書（全体版）は、上記の委託会社のホームページのホーム画面から、投資信託商品一覧を選択し、当ファンドの運用報
告書（全体版）を選択することにより、閲覧およびダウンロードすることができます。
また、運用報告書（全体版）を書面でご要望の場合は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付い
たします。

　

●運用方針
　通貨分散外国債券マザーファンドへの投資を
通じて、様々な通貨の国の国債、州債、政府保
証債、国際機関債を主要投資対象とし、安定し
た収益の確保と信託財産の成長を目指して運用
を行います。

第148期末（2018年3月5日）

基 準 価 額 6,732円

純 資 産 総 額 189百万円

第143期～第148期
（2017年9月6日～2018年3月5日）

騰 落 率 △4.5％

分 配 金 合 計 100円

※騰落率は分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したも

のとみなして計算したものです。

交付運用報告書

通貨分散ボンドオープン

《愛称》いろどり

追加型投信／海外／債券

第143期(決算日2017年10月5日)　第146期(決算日2018年1月5日)
第144期(決算日2017年11月6日)　第147期(決算日2018年2月5日)
第145期(決算日2017年12月5日)　第148期(決算日2018年3月5日)

作成対象期間(2017年9月6日～2018年3月5日)

受益者のみなさまへ

　平素は「通貨分散ボンドオープン」にご投資
いただき、厚くお礼申し上げます。
　当ファンドは、左記の運用方針に基づき信託
財産の運用を行い、第143期から第148期までの
決算を行いました。ここに期中の運用状況につ
きましてご報告申し上げます。
　今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願
い申し上げます。
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運用経過の説明

基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金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。

※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。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

※当ファンドは、親投資信託への投資を通じて、原則として米ドル、ユーロ、円を除いた通貨の債券を投資対象とし、安定し
た収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。同様のユニバースから構成される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設定しておりません。

基準価額の主な変動要因

　ファンドの運用方針に従い「通貨分散外国債券マザーファンド」を通じて、様々な通貨の国の国
債、州債、政府保証債、国際機関債に投資を行いました。投資対象資産の価格変動等による基準価
額の変動要因は以下の通りとなりました。

（上昇要因）
・英国の利上げ開始観測の高まり（2017年11月に利上げ実施）から、ポンドが対円で上昇したこと
・組入債券の利息収入が積み上がったこと

（下落要因）
・年明け以降の米国長期金利の急上昇をきっかけとしたリスク回避志向の高まりから円が急伸し、
期を通じてもポンドを除くすべての組入通貨が対円で下落したこと

・年明け以降の米国長期金利上昇に連動して多くの組入国の長期金利も上昇し、債券価格が下落し
たこと
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第143期首(2017年9月5日)：7,148円
第148期末(2018年3月5日)：6,732円(既払分配金100円)
騰落率：△4.5％(分配金再投資ベース)

純資産総額(億円)〔右軸〕

基準価額(円)〔左軸〕

分配金再投資基準価額(円)〔左軸〕
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1万口当たりの費用明細

項目

第143期～第148期

項目の概要2017年9月6日～2018年3月5日

金額 比率

(a) 信託報酬 38円 0.536％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×作成期末の信託報酬率
※作成期間の平均基準価額は7,094円です。

(投信会社) (17) (0.241) ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価

(販売会社) (19) (0.268) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理等の対価

(受託会社) ( 2) (0.027) ファンド財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

(b) その他費用 1 0.010 (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

(保管費用) ( 0) (0.007) 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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

(その他) ( 0) (0.001) 信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税等

合計 39 0.546

(注1)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。なお、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2)消費税は報告日の税率を採用しています。

(注3)各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4)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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最近5年間の基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額は分配金実績があった場合、税引前の分配金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。

※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。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

※分配金再投資基準価額は、5年前の基準価額に合わせて指数化しています。

2013年3月5日
期初

2014年3月5日
決算日

2015年3月5日
決算日

2016年3月7日
決算日

2017年3月6日
決算日

2018年3月5日
決算日

基準価額 (円) 8,386 8,211 8,522 7,320 7,010 6,732

期間分配金合計（税込み） (円) － 395 360 300 240 220

分配金再投資基準価額騰落率 (％) － 2.7 8.3 △10.8 △0.9 △0.9

純資産総額 (百万円) 781 540 475 357 239 189

※当ファンドは、親投資信託への投資を通じて、原則として米ドル、ユーロ、円を除いた通貨の債券を投資対象とし、安定した収

益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。同様のユニバースから構成される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設定しておりません。

※各決算日は、表中の最後の決算日から起算して過去1年毎の決算日を表示しています。期間分配金合計は年間の分配金累計額、

騰落率は年間の騰落率です。

※騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

※純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
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投資環境

外国債券
（英国）
　英国10年国債利回りは、作成期首1.03％でしたが、利上げへの思惑から9月下旬にかけて上昇（債
券価格は下落）しました。年明け以降は、ＥＵ（欧州連合）離脱交渉の難航が伝えられ低下（債券
価格は上昇）する局面もありましたが、米欧主要国の金利が上昇したことや、早期かつ一段の利上
げ観測の高まりなどから上昇しました。作成期末は1.50％となりました。
（カナダ）
　カナダ10年国債利回りは、作成期首1.86％でしたが、9月の追加利上げを受けて上昇した後、中銀
の今後の利上げに対する慎重姿勢から12月中旬にかけて低下しました。その後は、利上げ観測の高
まりや、米国金利の上昇の影響などから上昇しました。2018年2月中旬以降はＮＡＦＴＡ（北米自由
貿易協定）再交渉を巡る不透明感などから低下しました。作成期末は2.19％となりました。
（オーストラリア）
　オーストラリア10年国債利回りは、作成期首2.68％でしたが、主要輸出品である鉄鉱石や石炭の価
格低迷から11月下旬にかけて低下しました。その後は、米欧主要国の金利が上昇したことを受けて上
昇しました。2月中旬以降は、早期利上げ観測の後退から低下しました。作成期末は2.74％となりました。
（ニュージーランド）
　ニュージーランド10年国債利回りは、作成期首2.85％でしたが、乳製品価格の下落や、金融政策
が相当期間にわたり緩和的にとどまるとの見方から、12月中旬にかけて低下しました。年明け以降
は、米欧主要国の金利が上昇したことを受けて上昇しました。作成期末は2.95％となりました。
（ノルウェー）
　ノルウェー10年国債利回りは、作成期首1.51％でしたが、緩和的な金融政策が当面維持されると
の見方から12月上旬にかけて緩やかに低下しました。年明け以降は、利上げ観測の高まりから上昇
しました。作成期末は1.94％となりました。
（スウェーデン）
　スウェーデン10年国債利回りは、作成期首0.83％でしたが、自国通貨高を懸念する中銀が政策金
利見通しを据え置いたことから12月中旬にかけて低下しました。その後、中央銀行が債券購入プロ
グラムの終了を発表し、金融政策の正常化プロセスが意識されたことを受けて上昇しました。2月以
降は、早期利上げ観測の後退により低下しました。作成期末は0.80％となりました。

外国為替
（ポンド）
　作成期首1ポンド141.68円でしたが、利上げへの思惑から円に対して上昇しました。その後は、Ｅ
Ｕ離脱交渉が進展するとの観測から上昇基調で推移しました。2月以降は、ＥＵ離脱交渉の難航が伝
えられ軟調に推移しました。作成期末は145.65円でした。
（カナダドル）
　作成期首1カナダドル88.33円でしたが、9月の追加利上げの実施から上昇した後、中銀の今後の追
加利上げに対する慎重な姿勢を受けて緩やかに下落しました。12月以降は、利上げ観測の高まりか
ら上昇する局面もありましたが、ＮＡＦＴＡ再交渉を巡る不透明感などから下落しました。作成期
末は81.92円でした。
（オーストラリアドル）
　作成期首1オーストラリアドル87.15円でしたが、鉄鉱石や石炭の価格低迷から11月下旬にかけて
軟調に推移しました。その後は、資源市況の持ち直しから上昇する局面もありましたが、世界的な
株安と円高進行を背景に、下落しました。作成期末は81.98円でした。
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（ニュージーランドドル）
　作成期首1ニュージーランドドル78.57円でしたが、乳製品価格の下落や、中道左派の連立政権発
足を受けて11月中旬にかけて下落しました。その後は、中銀次期総裁の指名が好感されて上昇しま
したが、1月下旬以降は世界的な株安と円高進行を背景に弱含みました。作成期末は76.38円でした。
（ノルウェークローネ）
　作成期首1ノルウェークローネ14.04円でしたが、緩和的な金融政策が当面続くことが意識され12
月中旬にかけて下落基調となりました。その後は、消費者物価指数が市場予想を上回るなど利上げ
観測の高まりから上昇しました。2月以降は、世界的な株安と円高進行を背景に弱含みました。作成
期末は13.55円でした。
（スウェーデンクローナ）
　作成期首1スウェーデンクローナ13.77円でしたが、中銀のハト派スタンスから12月中旬にかけて
下落基調となりました。その後は、金融政策の正常化プロセスが意識されたことを受けて上昇しま
した。2月以降は、早期利上げ観測の後退から弱含みました。作成期末は12.78円でした。

当該投資信託のポートフォリオ

通貨分散ボンドオープン
　当ファンドは「通貨分散外国債券マザーファンド」に投資することにより実質的な運用をマザー
ファンドで行う仕組みになっています。マザーファンドへの投資比率を高位に保つとの作成期首の
運用方針を踏まえ、当作成期を通じてマザーファンドへの投資比率を高位に保ちました。

通貨分散外国債券マザーファンド
　作成期首の運用方針に基づき、様々な通貨の国の国債、州債、政府保証債、国際機関債を主要投
資対象とし安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行いました。債券の組入比率は
高位を維持しました。
　当作成期のカントリーアロケーションについては、引き続き南アフリカを非保有としました。
　ポンド建債券については、ＥＵ離脱に伴う景気や通貨への悪影響等を考慮し、組入比率を低位に
とどめてきましたが、英国景気が想定より底堅く推移したこと、ＥＵ離脱に伴う変化に備えるため
の移行期間が設置される方針が決まり、英国景気に与える短期的な悪影響が緩和される可能性が出
てきたことなどから、組入比率を引き上げました。カナダドル建債券については、中央銀行の利上
げに対する市場の織り込みが進展したことや、ＮＡＦＴＡ再交渉に伴う警戒感等を考慮したほか、
引き続き、ドル圏通貨に対して欧州圏通貨が底堅く推移していることからノルウェークローネ建債
券対比少なめを継続しました。ニュージーランドドル建債券については、中央銀行が自国景気に強
気であるほか、昨年末頃からの通貨高を牽制する姿勢を示さなかったことを踏まえて組入比率を引
き上げた一方、オーストラリアドル建債券の組入比率を引き下げました。
　デュレーションについては、各国中央銀行の金融政策見通しやイールドカーブ形状等を考慮し、
調整を実施しました。
　これらの結果、通貨別債券組入比率等は次表の通りとなりました。当マザーファンドの基準価額
は作成期首に比べ下落しました。
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【通貨別債券組入比率等】
作成期末（2018年3月5日）

組入比率 修正デュレーション(年) 平均終利 残存年数(年)

ポンド 9.84％ 6.64 1.31％ 7.81

カナダドル 14.71％ 4.95 2.22％ 5.71

オーストラリアドル 19.58％ 6.09 2.62％ 7.50

ニュージーランドドル 19.63％ 4.65 2.91％ 5.46

ノルウェークローネ 18.56％ 4.22 1.39％ 4.73

スウェーデンクローナ 15.68％ 5.31 0.60％ 5.58

南アフリカランド － － － －

その他 － － － －
現金等 2.00％ － － －

合計 100.00％ 5.20 1.93％ 5.99

(注)通貨分散外国債券マザーファンドベース。純資産総額比。

当該投資信託のベンチマークとの差異

　当ファンドは、親投資信託への投資を通じて、原則として米ドル、ユーロ、円を除いた通貨の債
券を投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。同様のユニ
バースから構成される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設定しており
ません。

分配金

・収益分配については、分配対象額の水準、基準価額水準等を勘案し、1万口当たり下表の通りとさ
せていただきました。

・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判
断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

分配原資の内訳 (単位：円・％、1万口当たり、税引前)

項目
第143期 第144期 第145期 第146期 第147期 第148期

2017年9月6日
～2017年10月5日

2017年10月6日
～2017年11月6日

2017年11月7日
～2017年12月5日

2017年12月6日
～2018年1月5日

2018年1月6日
～2018年2月5日

2018年2月6日
～2018年3月5日

当期分配金 20 20 20 20 10 10

　 (対基準価額比率) 0.276 0.278 0.283 0.276 0.140 0.148

当期の収益 20 16 14 18 10 10

当期の収益以外 － 3 5 1 － －

翌期繰越分配対象額 23 19 14 13 18 20

(注1)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2)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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今後の運用方針

通貨分散ボンドオープン
　引き続き「通貨分散外国債券マザーファンド」への投資を通じて外国債券に投資を行います。ま
た、マザーファンドへの投資比率を高位に保つ方針です。

通貨分散外国債券マザーファンド
　引き続き、様々な通貨の国の国債、州債、政府保証債、国際機関債を主要投資対象とし安定した
収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。債券の組入比率は高位を維持します。
　主要国の金利は、グローバルに景気が回復するなかで緩やかながらもインフレ率が上昇基調にあ
ること、各国で金融政策が正常化に向けて動き始めたことなどを背景に水準を切り上げています。
今後についても、グローバル景気の回復が続くことが予想され、金利の押し上げ要因として寄与す
る見込みです。しかし、米国では、減税やインフラ投資による景気押し上げ効果が期待されるもの
の、賃金は緩やかな伸びにとどまっており、インフレ率の上昇も限られたものにとどまる見込みで
す。このため、今後のＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利上げについても緩やかなペースとなる
公算が大きく、金利の上昇余地も限定的と予想します。また欧州でも、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が
金融政策の正常化に向けて動き始めたものの、政策金利については当面据え置く姿勢を示してお
り、米国金利同様、上昇余地は限られると予想します。こうした状況下、オーストラリア、ニュー
ジーランドなど、相対的に金利水準の高い国債への需要は継続すると考えます。
　カントリーアロケーションについては、前述の状況に加え、各国のファンダメンタルズや財政・
金融政策、資源価格や中国等新興国景気の動向、リスク性資産の動きなどにも留意しつつ、引き続
き利回り水準の高い通貨のウェイトを高位に維持しながら、各々の材料に対する市場の反応やその
傾向の変化などを慎重に把握しウェイト調整を検討します。また、年限別の魅力度や個別銘柄ごと
の要因を考慮した調整も引き続き実施していく方針です。

お知らせ

　該当事項はございません。
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当該投資信託の概要

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券

信 託 期 間 無期限です。

運 用 方 針 この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

通 貨 分 散
ボ ン ド オ ー プ ン

「通貨分散外国債券マザーファンド」を主要投資対象としま
す。なお、債券に直接投資する場合があります。

通 貨 分 散 外 国
債券マザーファンド

様々な通貨の国の国債、州債、政府保証債および国際機関債
を主要投資対象とします。

運 用 方 法
(組入制限)

通 貨 分 散
ボ ン ド オ ー プ ン

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と
します。
外貨建資産への実質投資割合については制限を設けません。

通 貨 分 散 外 国
債券マザーファンド

株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
外貨建資産への投資については制限を設けません。

分 配 方 針
月1回（毎月5日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、基準価額水準、市況動向
等を勘案して分配金額を決定いたします。
ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
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代表的な資産クラスとの騰落率の比較

※上記グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、対象期間5年間の各月末における直近1年間の

騰落率データ(60個)を用いて、平均、最大、最小を表示したものです。

※ファンドの年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額(分配金実績があった場合、税引前の分配金を再投資したも

のとみなして計算)をもとに計算しており、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。また、

決算日を基準日とした年間騰落率とは異なります。

※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。

※各資産クラスの指数について

資産クラス 指数名称 権利者
日本株 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ)（配当込み） 株式会社東京証券取引所
先進国株 ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（配当込み・円換算ベース） MSCI Inc.
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・円換算ベース） MSCI Inc.
日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債） 野村證券株式会社
先進国債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） FTSE Fixed Income LLC
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（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC

(注)海外指数は、対円での為替ヘッジなしによる投資を想定して、各月末の指数値を円換算または円ベースにて表示。

※各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、上記に記載の各権利者に帰属します。

　また、各権利者は当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。

各指数の内容について、詳しくは最新の投資信託説明書(請求目論見書)をご覧ください。
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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

○組入（上位）ファンド（銘柄）� 組入ファンド数：1

第148期末

2018年3月5日

通貨分散外国債券マザーファンド 99.5％

その他 0.5％

※組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

※組入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)に記載されています。

※当作成期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

純資産等

項目
第143期末

2017年10月5日
第144期末

2017年11月6日
第145期末

2017年12月5日
第146期末

2018年1月5日
第147期末

2018年2月5日
第148期末

2018年3月5日

純資産総額 220,902,620円 209,074,238円 205,449,005円 206,757,133円 202,083,777円 189,827,009円

受益権総口数 305,769,735口 291,554,489口 291,590,179口 285,946,368口 283,163,750口 281,963,669口

1万口当たり基準価額 7,224円 7,171円 7,046円 7,231円 7,137円 6,732円

※当作成期間(第143期～第148期)中における追加設定元本額は275,538円、同解約元本額は28,365,846円です。

親投資信託受益証券
 100.0％

○資産別配分

日本
100.0％

○国別配分

日本円
100.0％

○通貨別配分
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組入上位ファンド（銘柄）の概要

決 算 期：第12期
計算期間：2016年4月6日～2017年4月5日

通貨分散外国債券マザーファンド

○当期の基準価額の推移 ○1万口当たりの費用明細

項目
当期

金額 比率

平均基準価額 15,950円

(a) その他費用 2円 0.013％

(保管費用) (　　 2) (0.011)

(その他) (　　 0) (0.002)

合計 2 0.013

※上記項目の概要につきましては、2ページをご参照ください。

※各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

※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

数点第3位未満は四捨五入してあります。

(円)

2016/4 8765 1211109 4
(年/月)

2 32017/1
14,000

16,000

15,000

17,000

18,000

○外国債券上位銘柄� 組入銘柄数：20
銘柄名 債券種類 通貨 組入比率(％)

1 NORWEGIAN GOV'T 4.5% 19/5/22 国債 ノルウェークローネ 12.0
2 ONTARIO PROVINCE 5.6% 35/6/2 地方債 カナダドル 8.9
3 NSWTC-DOMESTIC 6% 19/4/1 特殊債 オーストラリアドル 8.7
4 QUEENSLAND TREAS 4% 19/6/21 特殊債 オーストラリアドル 7.7
5 NEW ZEALAND GVT 6% 21/5/15 国債 ニュージーランドドル 7.0
6 EUROPEAN INVT BK 5% 20/12/1 特殊債 スウェーデンクローナ 5.6
7 NORWEGIAN GOV'T 3.75% 21/5/25 国債 ノルウェークローネ 4.4
8 CANADA-GOV'T 9% 25/6/1 国債 カナダドル 4.2
9 EUROPEAN INVT BK 1.25% 25/5/12 特殊債 スウェーデンクローナ 4.0
10 QUEENSLAND TREAS 5.5% 21/6/21 特殊債 オーストラリアドル 3.9

※組入比率は当期末における純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入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)に記載されています。

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率

(注)当マザーファンドの計算期間における運用経過等の説明は運用報告書(全体版)をご参照下さい。

外国債券
100.0％

○資産別配分

オースト
ラリア
24.4％

カナダ
20.2％

ノルウェー
16.7％

国際機関
16.6％

ニュージー
ランド
11.0％

イギリス
7.3％

オランダ
3.8％

○国別配分

オースト
ラリア
ドル
28.1％

カナダドル
20.2％

ノルウェークローネ
16.7％

スウェーデン
クローナ
16.7％

ニュージー
ランドドル
11.0％

ポンド
7.3％

○通貨別配分




