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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）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
　主として、マザーファンド受益証券を通じ
て、日本および先進国の伝統的資産（株式、債
券）へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な
成長と安定的な収益の獲得を目指します。
　リスク水準を一定範囲内に抑えるよう基本資
産配分を決定し、当社運用プロセスに基づき資
産配分比率を見直します。

第8期末（2019年2月21日）
基 準 価 額 10,090円
純 資 産 総 額 186百万円

第8期
（2018年8月22日～2019年2月21日）

騰 落 率 2.1％
分 配 金 合 計 0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
明治安田先進国コアファンド(年２回決算型)

《愛称》ＭＹコア(年２回決算型)
追加型投信／内外／資産複合

第8期（決算日2019年2月21日）

作成対象期間（2018年8月22日～2019年2月21日）

受益者のみなさまへ

　平素は「明治安田先進国コアファンド（年２
回決算型）」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8期の決算を行いまし
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。

基準価額の主な変動要因
　ファンドの運用方針に従い、マザーファンドを通じて日本および先進国の伝統的資産（株式、債
券）へ分散投資を行いました。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とお
りです。
　相場上昇局面での先進国株式および国内債券の保有がプラスに作用し、全体でプラスとなりました。

【組入ファンドの作成対象期間における騰落率】
組入ファンド 騰落率

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド △4.3％
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド △2.0％
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド 2.0％
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド 2.1％
明治安田外国債券マザーファンド（為替ヘッジ型） 1.1％

第8期首(2018年8月21日)：  9,881円
第8期末(2019年2月21日)：10,090円(既払分配金0円)
騰落率：2.1％(分配金再投資ベース)
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※当ファンドは主に日本および先進国
の伝統的資産(株式、債券)へ分散投
資を行い、リスク水準を一定の範囲
内に抑えるよう基本資産配分を決定
します。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、適切に比較できる指数
がないため、ベンチマークおよび参
考指数は設定しておりません。
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1万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要2018年8月22日～2019年2月21日
金額 比率

(a) 信託報酬 64円 0.642％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×期末の信託報酬率
※期中の平均基準価額は9,893円です。

(投信会社) (24) (0.245) 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) (38) (0.381) 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) (0.016) 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) 売買委託手数料 1 0.014 (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
(株式) (  1) (0.014) 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
(投資信託証券) (  0) (0.000)

(c) 有価証券取引税 0 0.002 (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
(株式) (  0) (0.002) 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
(投資信託証券) (  0) (0.000)

(d) その他費用 3 0.027 (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) (  1) (0.008) 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) (  2) (0.016) 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 68 0.685

(注1)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。なお、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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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。

2015年4月20日
設定日

2016年2月22日
決算日

2017年2月21日
決算日

2018年2月21日
決算日

2019年2月21日
決算日

基準価額 (円) 10,000 9,336 9,671 9,833 10,090
期間分配金合計（税込み） (円) － 0 0 0 0
分配金再投資基準価額騰落率 (％) － △6.6 3.6 1.7 2.6
東証株価指数(TOPIX)騰落率 (％) － △18.2 19.7 13.2 △8.4
NOMURA-BPI総合騰落率 (％) － 3.2 △0.0 1.1 1.7
MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース)騰落率 (％) － △16.5 23.4 12.1 4.4
FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジなし・円ベース)騰落率 (％) － △4.3 △2.9 2.7 2.1
FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジあり・円ベース)騰落率 (％) － 0.5 △1.7 △0.3 1.9
純資産総額 (百万円) 150 273 262 207 186
※当ファンドは主に日本および先進国の伝統的資産(株式、債券)へ分散投資を行い、リスク水準を一定の範囲内に抑えるよう基本
資産配分を決定します。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、適切に比較できる指数がな
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。ただし、2016年2月22日の騰落率は設定時との比較です。
※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。
※参照指数に関して
・参照指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。
・東証株価指数(TOPIX)に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。
・NOMURA-BPI総合に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
・MSCI-KOKUSAI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MSCI Inc.に帰属します。
・FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
・海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(2015年4月20日～2019年2月21日)
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投資環境
日本株式
　当期の国内株式相場は下落しました。期首から9月にかけて良好な米国経済指標や、米ドルを中
心に主要通貨が円に対して上昇したことなどから上昇しましたが、その後は10月の米国長期金利の
上昇や高止まりに対する警戒感の広がりや、12月の世界景気の減速懸念の台頭などを手がかりに大
きく下落しました。年明け以降は米国の利上げ休止観測や自律反発狙いの買いなどから上昇しまし
たが、戻りは限られました。

外国株式
　当期の外国株式相場は下落しました。10月は米国長期金利の上昇、12月は中国大手ハイテク企業
幹部逮捕を背景とする米中関係の悪化懸念や世界景気の減速懸念の台頭などから下落しました。年
明け以降は米国の利上げ休止観測の高まりなどから上昇基調となりました。

日本債券
　当期の国内債券市場で長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。期首から10月初旬にかけて
は、日銀による長期金利の変動許容幅の拡大や、米国長期金利の上昇から上昇しましたが、その後
は株式相場の下落や米国の利上げ休止観測などから低下基調で推移しました。

外国債券
　当期の米国債券市場で長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。期首から11月上旬にかけ
て、良好な経済指標や金融当局者の利上げ支持発言、米中貿易摩擦の緩和期待の高まりなどから上
昇しました。11月中旬以降は株価の大幅下落を受けたリスク回避の動きや、年明け以降の利上げ休
止観測の高まりなどから低下基調となりました。
　当期の欧州債券市場（ドイツ）で長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。期首から10月上
旬にかけての長期金利はＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁による景気に強気の見通しなどから上昇しま
したが、その後期末にかけては、ユーロ圏の景気減速懸念、根強い欧州政治の先行き不透明感、株
価の下落を受けて低下基調で推移しました。

外国為替
　当期の米ドルは円に対して小幅に上昇しました。期首から9月にかけては米国の利上げ観測から
上昇し、その後12月前半にかけてはレンジ内で推移しました。12月後半には世界的な株安を受けた
投資家のリスク回避の動きから下落しましたが、年明け以降は株式相場の回復を受けて上昇しま
した。
　当期のユーロは円に対して下落しました。期首から9月にかけてＥＣＢ総裁による景気に強気の
見通しなどから上昇しましたが、その後はユーロ圏の景気減速懸念や世界的な株安を受けた投資家
のリスク回避の動きから下落基調となりました。年明け以降は上昇基調となりましたが、戻りは限
られました。
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当該投資信託のポートフォリオ
明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）
　各資産へは以下のマザーファンドを通じて投資します。

資産 マザーファンド

低リスク資産 国内債券 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
ヘッジ付先進国債券 明治安田外国債券マザーファンド（為替ヘッジ型）
先進国債券 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

高リスク資産 国内株式 明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
先進国株式 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

短期資産 明治安田マネープール・マザーファンド

　期首の運用方針に基づき、マザーファンドを通じて日本および先進国の伝統的資産（株式、債
券）へ分散投資を行いました。また、リスク水準を一定範囲内に抑えるよう基本資産配分を決定
し、当社運用プロセスに基づき資産配分比率を見直しました。当期は国内債券、ヘッジ付先進国債
券、先進国債券、国内株式、先進国株式、短期資産へ投資を行いました。当期の資産配分比率の推
移およびポイントは次表のとおりです。

（単位：％）

判定日
ターゲット配分

低リスク
資産

高リスク
資産 コメント国内

債券
ヘッジ付
先進国
債券

国内
株式

先進国
債券

先進国
株式

短期
資産等

2018年度
基本資産配分 40 14 14 10 22 0 54 46 －

2018/8/28 30 14 10 3 22 21 44 35

・ドイツ景気の回復、トルコ問題の織り込みなどを材料にユーロが上
昇しているが、イタリアが19年度予算案発表を前に、難民・財政
問題でＥＵ（欧州連合）と衝突するリスクに注目し、今回、一時的
に外国債券の配分を引き下げ、国内債券にシフト。引き続き、中国
をはじめとするグローバルの景気動向、トランプの不規則発言、イ
タリアの格下げ懸念などの動きを注視。

2018/9/3 30 14 10 0 22 24 44 32

・フィッチによるイタリアの格付け見通しの引き下げ、トルコ問題の
他の新興国への波及懸念などから、ユーロの上値が重くなってい
る。引き続き、イタリアが19年度予算案発表を前に、難民・財政
問題でＥＵと衝突するリスクに注目し、今回、一時的に外国債券の
配分を引き下げ。同時に、中国をはじめとするグローバルの景気動
向、トランプの不規則発言などを注視。

2018/9/11 30 14 12 0 22 22 44 34

・トランプ大統領が貿易問題で日本を取り上げたこと、対中制裁第3
弾の発動などが懸念材料。ただし、米中間選挙にむけて、米国の通
商政策は全体像の織り込みとともに不透明感が後退することが予想
されること、インフラ投資・追加減税も期待できることから、慎重
にリスク資産の積み増しを再開。中国株価・人民元の動向、ＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）の利上げ見通しは継続的に注視。

2018/9/21 30 10 12 0 22 26 40 34

・引き続き、米中間選挙にむけて、トランプ大統領の不規則発言、自
動車関税、対中制裁第4弾の思惑、イタリア不安が懸念材料。ただ
し、米国の通商政策は全体像の織り込みとともに不透明感が後退す
ると予想されるなか、ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）に向けて金
利・物価上昇が材料視されるリスクに注目し、今回、ヘッジ付き先
進国債券の配分を再度引き下げ。



明治安田先進国コアファンド（年２回決算型）

6

（単位：％）

判定日
ターゲット配分

低リスク
資産

高リスク
資産 コメント国内

債券
ヘッジ付
先進国
債券

国内
株式

先進国
債券

先進国
株式

短期
資産等

2018/9/28 30 10 15 0 22 23 40 37

・米通商政策の不透明感後退をメインシナリオに株式の高めの組み入
れを継続しているが日米通商政策の進展、ＦＯＭＣでも確認された
堅調な米経済を材料にファンドのリスクをさらに慎重に引き上げ。
同時に、米中間選挙の動向、イタリア政治、ブレクジット交渉の不
透明感にも注視。

2018/10/3 20 10 15 3 22 30 30 40

・イタリアの財政計画を巡る混乱に加え、下院予算委員長のユーロ離
脱発言からイタリアの債券・株式、ユーロが下落。ただし、イタリ
ア首相がユーロ離脱を否定しているなか、欧州委員会の提出期限に
向けて、調整の動きが見られることから、安全資産を売却し、外国
債券の組入を開始。引き続き、イタリア政府と欧州委員会の交渉、
ブレクジット交渉、格付け機関の動向を注視。

2018/10/11 40 10 0 3 0 47 50 3

・米国が中国を「為替操作国」に認定する観測が高まったことからの
米中対立激化、ハイテク株の調整、イタリア問題を材料に相場が急
落。ＶＩＸ指数が20％を超え、クレジット市場の混乱も見られる
ことから一旦、内外株式を売却し、リスク回避スタンス。

2018/10/16 40 10 5 3 0 42 50 8

・日米貿易交渉で米国が為替条項を求める考えを示したこと、日本政
府の消費税引き上げ報道、欧州の政局不安が懸念材料。ただし、ボ
ラティリティ関連指数、ドル円へのさらなる影響が限定的であるこ
とから、中国株式の動向を見極めつつ、慎重にリスク資産の買戻し
を開始する。米中首脳会談開催の可能性が高まっていること、日本
の第２次補正予算への期待もプラスと判断。

2018/10/17 40 5 5 3 12 35 45 20

・ボラティリティ関連指数の低下が見られることから、過度の悲観の
解消を予想し、リスク資産を買戻し。米財務省の為替報告書、ブレ
クジット交渉、中国の株式動向に加え、金利上昇再燃のリスクに注
視し、安全資産を売却し、現金比率は高めに維持。

2018/10/18 40 5 10 3 12 30 45 25

・引き続き、ボラティリティ関連指数の安定が見られることから、過
度の悲観の解消を予想し、リスク資産を買戻し。米財務省の半期の
為替報告書において中国を「為替操作国」と認定することを見送っ
たことはプラス材料。ブレクジット交渉、イタリア予算案の欧州委
員会の審査、中国の株式動向に加え、金利上昇再燃のリスクを注視。

2019/1/4 40 5 0 5 0 50 45 5

・米国の景気回復の継続が期待できるなか、リスク管理指標に改善が
みられたことから、運用者の定性判断に基づき、高リスク資産の組
入が可能。
ただし、中国景気をはじめとするグローバル景気の不透明感、原油
価格の下落とクレジット市場の悪化が懸念されることから、高リス
ク資産の配分比率の引き上げは慎重に実施することとし、米国の想
定外の景気悪化が懸念される局面では、高リスク資産を再度売却す
ることも検討。

2019/1/7 40 5 10 5 15 25 45 30

・ＦＲＢ議長が2015－2016年の事例を引用して金融政策の柔軟性に
言及したことを評価。中国の金融緩和策が発表され、資源・クレ
ジット市場の改善、ＶＩＸ指数の低下も確認できることから、一旦
ダウンサイドリスクが後退したと判断し、リスク水準を引き上げ。
ただし、今後とも金融市場の値動きが激しいと予想されるなか、米
国・中国の景気動向を注視。
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（単位：％）

判定日
ターゲット配分

低リスク
資産

高リスク
資産 コメント国内

債券
ヘッジ付
先進国
債券

国内
株式

先進国
債券

先進国
株式

短期
資産等

2019/1/17 40 5 14 5 18 18 45 37

・英議会下院はＥＵからの離脱案を否決。ただし、メイ政権不信任案
が否決され、ＥＵからの離脱が3月末から7月まで延期されるとの
見方もあり、金融市場への影響は限定的。引き続き、ＦＲＢ議長が
金融政策の柔軟性に言及したこと、中国の追加の景気対策、ＶＩＸ
指数の安定を評価し、ファンドのリスク水準を引き上げ。今後とも
米政府閉鎖の影響もあり金融市場の値動きが激しいと予想されるな
か、米国・中国の景気動向を注視。

2019/2/4 40 5 14 10 18 13 45 42

・1月のＦＯＭＣにおいて、ＦＲＢ議長が金融政策で「辛抱強さ」を
重視したことから追加利上げ観測が後退し、米国ドルの上値が重
い。ただし、金融市場は米経済統計の改善、ＦＲＢの政策を好感
し、リスク選好の展開が予想される。米政府再閉鎖、ブレクジット
問題、中国経済の悪化などが懸念されるが、円高リスクは限定的で
クロス円の上昇が期待できると判断し、外国債券を慎重に積み増
し。今後は、好材料の過度の織り込み、景気の悪材料に注目して、
内外株式の配分調整を検討。

2019/2/8 40 5 10 10 18 17 45 38

・1月のＦＯＭＣにおいて、ＦＲＢ議長が金融政策で「辛抱強さ」を
強調し、利上げ観測が後退したことから、金融市場は、ＶＩＸ指数
が安定するなか適温相場を期待。ただし、今回、欧州・中国景気、
米欧・米中の貿易問題の不透明感が再燃するなか、国内株式の主力
銘柄、豪ドルなどの上値の重さに着目して、国内株式を一部売却
し、レンジ相場を前提にした売買も組み入れ。今後も景気、政治動
向に加え、自社株買い期待も加わり変動率の高い相場展開を予想。

2019/2/13 30 5 10 13 18 24 35 41

・株式市場は、景気・政治動向に左右され、変動率が高い展開が今後
とも予想されるが、金融市場全体としては、米経済統計の改善、Ｆ
ＲＢの政策を好感する展開が予想されることから、国内債券から外
国債券に資金シフトし、収益の安定的な積み上げをめざす。
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明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
　当期の運用は銘柄選択に重点を絞り、クオンツモデルによる定量分析およびファンダメンタル
ズ・リサーチによる定性分析により、パフォーマンスの向上に努めました。銘柄選択については、
景気や企業収益の動向を慎重に見極めながら、バランスのとれた銘柄選択を行いました。
組入上位5銘柄の推移

期首（2018年8月21日） 期末（2019年2月21日）
銘柄名 組入比率 銘柄名 組入比率

1 トヨタ自動車 3.3％ トヨタ自動車 4.0％
2 ソニー 2.3％ ソニー 2.3％
3 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1.7％ 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2.0％
4 三井住友フィナンシャルグループ 1.6％ 三菱商事 2.0％
5 キーエンス 1.5％ キーエンス 1.8％
※組入比率は対純資産総額比です。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
　当期の運用はグローバルベースのファンダメンタルズ分析、ボトムアップリサーチを重視すると
いう運用方針の下、株価水準や株価変動リスクに留意しながら持続的な収益成長力を持つ銘柄、経
営の質の高い銘柄、成長性に対して割安な銘柄などを重視した運用を行いました。
組入上位5銘柄の推移

期首（2018年8月21日） 期末（2019年2月21日）
銘柄名 組入比率 銘柄名 組入比率

1 MICROSOFT CORP 3.5％ MICROSOFT CORP 3.7％
2 ALPHABET INC-CL A 3.0％ ALPHABET INC-CL A 2.9％
3 AMAZON.COM INC 2.6％ AMAZON.COM INC 2.5％
4 APPLE INC 2.6％ VISA INC-CLASS A SHARES 2.4％
5 VISA INC-CLASS A SHARES 2.2％ NEXTERA ENERGY INC 2.3％
※組入比率は対純資産総額比です。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
　当期の運用はファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行いました。マクロ経済分析
をベースとした金利の方向性予測に基づき、市況動向やリスク分散等も勘案し、デュレーションお
よび保有債券の年限別構成のコントロールを行いました。

期首
（2018年8月21日）

期末
（2019年2月21日）

残存年数 組入比率 組入比率
1年未満 0.0％ 0.0％
1～3年 16.4％ 17.9％
3～7年 40.1％ 35.1％
7～10年 9.3％ 11.4％
10年以上 32.2％ 33.7％
※組入比率は対純資産総額比です。
※繰上償還条項が付与されている銘柄は、最初の繰上償還可能日を基準に計算しています。
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明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
　当期の運用はファンダメンタルズ分析を重視し、各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リス
ク分散等を勘案して通貨別配分やデュレーションの調整を行いました。

期首
（2018年8月21日）

期末
（2019年2月21日）

デュレーション 7.1年 7.1年
残存年数 8.6年 8.6年
最終利回り 2.0％ 1.9％

明治安田外国債券マザーファンド（為替ヘッジ型）
　当期の運用はファンダメンタルズ分析を重視し、各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リス
ク分散等を勘案して国別配分やデュレーションの調整を行いました。また、対円での為替ヘッジを
行うことにより、為替変動リスクの低減を図りました。

期首
（2018年8月21日）

期末
（2019年2月21日）

デュレーション 7.1年 7.2年
残存年数 8.7年 8.7年
最終利回り 1.9％ 1.8％

明治安田マネープール・マザーファンド
　当期の運用は安定した収益の確保を目指して、残存期間が比較的短い政府保証債を組み入れた運
用を行いました。



明治安田先進国コアファンド（年２回決算型）

10

当該投資信託のベンチマークとの差異
　当ファンドは主に日本および先進国の伝統的資産（株式、債券）へ分散投資を行い、リスク水準
を一定の範囲内に抑えるよう基本資産配分を決定します。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、適切に比較できる指数がないため、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
　当期の収益分配は、分配対象額の水準、基準価額水準等を勘案した結果、見送りとしました。
　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8期

(2018年8月22日～2019年2月21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 308
(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
明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）
　引き続き、マザーファンドを通じて日本および先進国の伝統的資産（株式、債券）へ分散投資を
行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。また、リスク水準を一定範
囲内に抑えるよう基本資産配分を決定し、当社運用プロセスに基づき各マザーファンドの資産配分
比率を見直します。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
　銘柄選択に重点を絞り、クオンツモデルによる定量分析およびファンダメンタルズ・リサーチに
よる定性分析により、パフォーマンスの向上に努めます。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
　銘柄選択については「構造的なトレンドの恩恵」、「特定分野における競争力」、「優れたビジ
ネスモデル」、「リストラ効果・企業再編による業績改善」、「過去の投資成果の発揮」、「事業
環境の改善・安定化が見込まれる分野」などに着目し、バリュエーションにも留意していきます。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
　デュレーションは需給要因に留意しつつ調整します。保有債券の年限別構成は引き続き各年限に
対する投資家ニーズの分析や、定量的な割安・割高分析などから、投資魅力度の高い案件の発掘に
努める方針とします。種別選択は非国債（円建外債、事業債等）については、オーバーウェイトを
維持する方針です。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
　通貨別配分については、各国の財政・金融政策格差を注視し、適宜調整します。デュレーション
については各国の景気動向および金融政策の変化等を注視し、適宜調整を行います。

明治安田外国債券マザーファンド（為替ヘッジ型）
　各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、日本を除く先進主要各国の
公社債を中心に分散投資を行います。なお、外貨建資産については、為替ヘッジにより、為替変動
リスクの低減を図って行きます。

明治安田マネープール・マザーファンド
　国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン
などの国内短期金融資産を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指します。

お知らせ
・約款条項中の記載についての平仄の整備に伴い、信託約款に所定の整備を行いました。
（2018年11月21日）
・当ファンドの信託終了（繰上償還）に関して、法令の定めに基づき書面による決議を行い、2019年
3月8日に可決されましたので、2019年3月27日をもって信託終了（繰上償還）を行います。
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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 2015年4月20日から2025年2月20日

運用方針 直接あるいはマザーファンドを通じて、日本および先進国の伝統的資産（株式、債券）へ分散投資を
行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。

主要投資対象

明治安田先進国コアファンド
（年 ２ 回 決 算 型）

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリ
オ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治
安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファン
ド（為替ヘッジ型）および明治安田マネープール・マザーファンドを投資対象と
します。

明 治 安 田 日 本 株 式
アルファ・マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。

明治安田日本債券ポート
フォリオ・マザーファンド

邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とし
ます。

明治安田外国株式ポート
フォリオ・マザーファンド 世界各国（日本を除く）の株式を主要投資対象とします。

明治安田外国債券ポート
フォリオ・マザーファンド 世界各国（日本を除く）の国債、国際機関債、社債等を主要投資対象とします。

明治安田外国債券マザー
ファンド（為替ヘッジ型）

ベンチマークを構成する日本を除く先進主要各国の公社債を中心に投資します。
なお、ベンチマーク構成国の事業債等に投資する場合があります。

明治安田マネープール・
マ ザ ー フ ァ ン ド

国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、
CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。

運用方法

リスク水準を⼀定範囲内に抑えるよう基本資産配分比率を決定し、当社運用プロセスに基づき資産配
分比率を見直します。
・基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更しま

す。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7％以内に抑えることを目指します。
・市場環境によっては、定量判断※により資産配分比率を大幅に変更して、リスク水準をより引き下

げた運用を行うことがあります。
※定量判断では、当社独自の価格下落抑制ルールを適用します。

分配方針

年2回（2月、8月の各21日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づ
いて分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うもの

ではありません。
③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。
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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。

(注)当ファンドの年間騰落率のデータ数は、設定日から5年分(60個)に達していないことから、代表的資産クラスのデータ数と異
なります。

※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としています。
※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。
各指数の詳細は後掲の＜代表的な資産クラスの指数について＞をご参照ください。

(％) 対象期間：2014年2月～2019年1月

△22.0 △17.3
△27.0

△4.0
△12.3 △17.4

(注)
41.9 35.7 36.5

9.3
19.3 19.311.5 12.8 7.8
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△6.6

6.7
0.6

3.6 1.5

△40

△20
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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：5
第8期末

2019年2月21日
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド 30.4％
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド 18.5％
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド 13.2％
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド 10.2％
明治安田外国債券マザーファンド（為替ヘッジ型） 5.0％
その他 22.7％

※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8期末

2019年2月21日
純資産総額 186,927,080円

受益権総口数 185,256,332口
1万口当たり基準価額 10,090円

※当期間中における追加設定元本額は1,315円、同解約元本額は7,108,929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15期
計算期間：2017年11月28日～2018年11月26日明治安田日本株式アルファ・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 21,872円
(a) 売買委託手数料 76円 0.347％

(株式) (       76) (0.347)
(b) その他費用 1 0.005

(その他) (         1) (0.005)
合計 77 0.352

※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)

2017/11 322018/112 7654 11
(年/月)

9 108
18,000

20,000

22,000

24,000

○国内株式上位銘柄� 組入銘柄数：197
銘柄名 業種 組入比率(％)

1 トヨタ自動車 輸送用機器 4.1
2 ソニー 電気機器 2.3
3 キーエンス 電気機器 1.9
4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 1.8
5 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 1.7
6 ソフトバンクグループ 情報・通信業 1.6
7 三菱商事 卸売業 1.5
8 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 1.5
9 武田薬品工業 医薬品 1.4
10 東日本旅客鉄道 陸運業 1.4
※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。

国内株式
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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〇外国株式上位銘柄 組入銘柄数：101

〇外貨建投資信託銘柄 組入銘柄数：1

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド 決 算 期：第17期
計算期間：2017年4月11日～ 2018年4月10日

銘柄名
1.1CROWN CASTLE INTL CORP 1

組入比率（％）
アメリカ

国

※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。

※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。

※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。

銘柄名 国 業種
3.1
2.5
2.1
2.1
2.1
2.0
1.9
1.9
1.6
1.5

MICROSOFT CORP
ALPHABET INC-CL A
APPLE INC
JPMORGAN CHASE & CO
AMAZON.COM INC
NEXTERA ENERGY INC
VISA INC-CLASS A SHARES
UNITEDHEALTH GROUP INC
US BANCORP
FACEBOOK INC-A

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
銀行
小売
公益事業
ソフトウェア・サービス
ヘルスケア機器・サービス
銀行
ソフトウェア・サービス

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

組入比率（％）

項　目 当期
比率金額

％0.064
（0.064）
（0.000）

0.023
（0.023）
（0.000）

0.044
（0.041）
（0.003）

0.131

円
円

 22,035
 14
 （14）
 （0）
 5
 （5）
 （0）
 10
 （9）
 （1）
 29

平 均 基 準 価 額
（ａ）売買委託手数料
　　（株　　　　式）
　　（投資信託証券）

（ｂ）有価証券取引税
　　（株　　　　式）
　　（投資信託証券）

（ｃ）そ の 他 費 用
　　（保 管 費 用）
　　（そ　 の　 他）

合　　　　計
※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。

組入上位ファンド（銘柄）の概要

〇1万口当たりの費用明細

〇資産別配分
外国投資信託
1.1％

外国株式
98.9％

〇国別配分

アメリカ
65.5％

その他 9.7％
カナダ2.2％

オランダ 2.5％
スイス 3.4％
ドイツ
5.3％

イギリス
6.0％

フランス
5.5％

〇通貨別配分

米ドル
65.5％

その他 1.2％
オーストラリアドル 2.1％カナダドル 2.2％

ユーロ
17.2％

ポンド
6.0％

スイスフラン
3.4％

香港ドル 2.4％

〇当期の基準価額の推移

5 46 7 8 9 10 11 122017/4 2018/1 2 3

(円)

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

(年/月)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
※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。

銘柄名 債券種類 償還日 組入比率（％）
11.9
5.9
4.7
4.0
3.9
3.4
2.8
2.7
2.4
2.1

利率（％）
0.1
0.5
1.2
0.6
2.13
0.42
0.5
0.84
0.568
1.1

第３５０回利付国債１０年
第１５８回利付国債２０年
第１５１回利付国債２０年
第１６３回利付国債２０年
第４８回ソフトバンクグループ無担保社債
第７回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後特約付）
第１６４回利付国債２０年
住友生命保険相互会社第２回Ａ号劣後債
2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債（ＴＬＡＣ）
第１３回光通信無担保社債

国債
国債
国債
国債
社債
社債
国債
社債
社債
社債

2028年3月20日
2036年9月20日
2034年12月20日
2037年12月20日
2022年12月9日
2027年6月8日
2038年3月20日
2076年6月29日
2023年1月11日
2021年7月22日

※当期末におけるポートフォリオ評価額に対する比率
※国別配分は、原則として発行国もしくは投資国を表示しています。

（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。

〇国内債券組入上位銘柄 組入銘柄数：81

決 算 期：第17期
計算期間：2017年4月11日～ 2018年4月10日

※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。

〇1万口当たりの費用明細
項　目 当期

比率金額

％0.004
（0.004）

0.004

円
円

 14,108
 1
 （1）
 1

平 均 基 準 価 額
（ａ）そ の 他 費 用
　　（そ　 の 　他）

合　　　　計

〇資産別配分

国内債券
100.0％

〇国別配分
イギリス 0.7％スペイン 3.1％

日本
92.5％

フランス 3.6％

日本円
100.0％

〇通貨別配分

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
組入上位ファンド（銘柄）の概要

〇当期の基準価額の推移
(円)

(年/月)

13,800

13,900

14,000

14,100

14,300

14,200

14,400

5 46 7 8 9 10 11 122017/4 2018/1 2 3
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※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。

項　目 当期
比率金額

0.019
（0.018）
（0.001）

0.019

円
円

 22,369
 4
 （4）
 （0）
 4

平 均 基 準 価 額
（ａ）そ の 他 費 用

 （保 管 費 用）
 （そ　 の　 他）
合　　　　計

銘柄名 債券種類 通貨
12.4
7.8
6.4
5.8
5.6
4.5
4.0
3.5
3.1
3.1

US TREASURY N/B 6.25% 23/8/15
DEUTSCHLAND REP 6.25% 30/1/4
US TREASURY N/B 4.75% 41/2/15
BTPS 9% 23/11/1
TREASURY 4.5% 34/9/7
US TREASURY N/B 3.625% 20/2/15
US TREASURY N/B 1.875% 20/6/30
REP OF AUSTRIA 3.9% 20/7/15
US TREASURY N/B 3.75% 43/11/15
BELGIAN 0315 4% 19/3/28

国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債

米ドル
ユーロ
米ドル
ユーロ
ポンド
米ドル
米ドル
ユーロ
米ドル
ユーロ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

組入比率（％）

％

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

〇外国債券上位銘柄 組入銘柄数：60

※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。

組入上位ファンド（銘柄）の概要

〇資産別配分 〇国別配分 〇通貨別配分

〇当期の基準価額の推移
(円)

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

5 46 7 8 9 10 11 122017/4 2018/1 2 3

外国債券
100.0％

スペイン
7.0％

イギリス
7.3％

アメリカ
33.7％

ドイツ
8.0％

イタリア
8.2％

その他
23.4％

ベルギー
5.5％
フランス
6.9％

スウェーデンクローナ 0.9％

ユーロ
40.9％

ポンド 7.3％
オーストラリアドル 2.1％

カナダドル 1.6％ その他 3.8％

米ドル
42.6％

メキシコペソ 0.8％

(年/月)

決 算 期：第17期
計算期間：2017年4月11日～ 2018年4月10日

※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。

〇1万口当たりの費用明細
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組入上位ファンド（銘柄）の概要
決 算 期：第4期
計算期間：2018年2月22日～2019年2月21日明治安田外国債券マザーファンド（為替ヘッジ型）

○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 9,785円
(a) その他費用 6円 0.061％

(保管費用) (       6) (0.057)
(その他) (       0) (0.004)

合計 6 0.061
※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)

2018/2 6543 10987 2
(年/月)

12 2019/111
9,500

9,700

9,600

9,900

9,800

10,000

10,100

○外国債券上位銘柄� 組入銘柄数：49
銘柄名 債券種類 通貨 組入比率(％)

1 US TREASURY N/B 1.625% 20/6/30 国債 米ドル 12.4
2 US TREASURY N/B 2.0% 20/11/30 国債 米ドル 9.5
3 US TREASURY N/B 1.625% 26/2/15 国債 米ドル 7.3
4 DEUTSCHLAND REP 6.25% 30/1/4 国債 ユーロ 5.6
5 BTPS 4.5% 24/3/1 国債 ユーロ 4.6
6 US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15 国債 米ドル 4.3
7 UK TSY GILT 1.75% 37/9/7 国債 ポンド 3.8
8 BELGIAN 0332 2.6% 24/6/22 国債 ユーロ 3.8
9 BTPS 5.5% 22/11/1 国債 ユーロ 3.5
10 SPANISH GOV'T 4.8% 24/1/31 国債 ユーロ 3.4
※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
※当期末における外貨建純資産に対する為替ヘッジ比率は99.7%です。

(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。
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＜代表的な資産クラスの指数について＞
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所　市場第一部（以下、東証市場第一部ということがあります。）
の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいま
す。）が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象としていますの
で、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴ
ＯＰＩＸに関する全ての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有します。東京証
券取引所はＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の停
止またはＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所はＴＯＰＩＸの商
標の使用若しくはＴＯＰＩＸの指数の利用に関して得られる結果について何ら保証、言及をするものではありま
せん。

MSCI-KOKUSAIは、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知されて
いるものであり、MSCI-KOKUSAI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MSCI Inc.に帰属し
ます。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。

MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的な指
数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。

NOMURA-BPI（国債）は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されている
投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切
責任はありません。

FTSE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。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・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・ダイバーシファイド）は、J.P.Morgan Securities LLC（ＪＰモルガン）
が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す指数として広く認
知されているものであり、ＪＰモルガンの知的財産です。ＪＰモルガンは当ファンドの運用成果等に関し一切責
任はありません。






