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受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バラ
ンス・ファンド」は、このたび、第27期の決算を行ないま
した。
当ファンドは、主として世界の株式、債券および短期証券
に分散投資する投資信託証券を投資対象とし、信託財産
の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。当期に
つきましても、これに沿った運用を行ないました。ここ
に、今期の運用経過について、ご報告いたします。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上
げます。●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。右記弊社ホームページの「ファンド・ＥＴＦ情報」、「投資

信託」から当ファンドのファンド名を選択することにより、当

ファンドの「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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◇運用経過
■当期中の基準価額等の推移について（第27期：2020年4月21日～ 2020年10月20日）
（円） （億円）

第26期末
（2020.4.20）

第27期末
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 第 27 期首：12,908 円
 第 27 期末：14,905 円（既払分配金 0 円）
 騰落率 ：15.5%（分配金再投資ベース）
＊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、ファンドの購入価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。

＊参考指数は、複合インデックスです。詳細につきましては後記をご
覧下さい。

＊分配金再投資基準価額および参考指数は、前期末の基準価額に合わ
せて指数化しています。

■基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は15.5%上昇しました。当期、

主たる投資先である「BGF グローバル・アロケーション・
ファンド」が上昇したことが、要因となりました。

■主要投資対象ファンドの当期間中の騰落率
組入ファンド 騰落率

BGF グローバル・アロケーション・ファンド 19.4%

■１万口当りの費用明細

項目
第27期

項目の概要（2020.4.21〜2020.10.20）
金額 比率

円 %
（a） 信託報酬 119 0.844 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14,052円です。
（投信会社） （ 58） （0.414） 投信会社分は、委託した資金の運用の対価
（販売会社） （ 58） （0.414） 販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの

管理、購入後の情報提供等の対価
（受託銀行） （ 2） （0.017） 受託銀行分は、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 − − 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
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

（c） 有価証券取引税 − − 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

（d） その他費用 12 0.088 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） （ 5） （0.032） 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および

資金の送金・資産の移転等に要する費用
（印刷費用・監査費用等） （ 8） （0.055） 目論見書および運用報告書の作成・印刷費用、監査法人等に支払うファンド

の監査に係る費用等の諸費用
（その他） （ 0） （0.001） 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合計 131 0.932
（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、項目の概要の簡便法により算出

した結果です。
（注2） 金額欄は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。
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（参考情報）
■総経費率

※当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.93%です。

総経費率（①+②+③） 1.93%
①当ファンドの費用の比率 1.86%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 0.07%

（注1）①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券です。
（注5）①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注6）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注7）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

総経費率
1.93%

運用管理費用
（投信会社）

0.83%
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0.18%
運用管理費用以外

0.07%
投資先
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0.07%

当ファンド

1.86%
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運用管理費用（受託会社）

0.03%



− 3 −

ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

■最近５年間の基準価額等の推移について
（円） 2015.10.20～2020.10.20（億円）
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（注） 分配金再投資基準価額および参考指数は、2015年10月20日の基準価額をもとに指数化したものです。
＊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、ファンドの購入価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。

2015年10月20日 2016年10月20日 2017年10月20日 2018年10月22日 2019年10月21日 2020年10月20日
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（分配落） （円） 12,571 11,060 13,351 13,002 13,289 14,905
期間分配金合計（税込み） （円） − 0 0 0 0 0
分配金再投資基準価額の騰落率 （％） − △ 12.0 20.7 △ 2.6 2.2 12.2
複合インデックス　騰落率 （％） − △ 10.0 20.8 △ 0.4 4.1 6.9
純資産総額 （百万円） 4,877 4,180 3,567 2,946 2,154 1,908

＊参考指数は、複合インデックスです。参考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おります。
●参考指数に関して
・複合インデックスとは、以下の指数を円換算し、それぞれの割合で合成した指数です。

S＆P500種指数36％、FTSE World Index（Ex-US）24％、5Yr US Treasury Note 24％、FTSE Non-USD World Govt Bond Index16％。
・複合インデックスを構成する指数は、各種金融機関等で公表されており、その機関等の知的財産です。またこれらの機関等は、当ファンド

の運用成果等に関する一切の責任を負いません。
・S&P500種指数は、米国の上場、店頭銘柄のうち主要業種から選ばれた500銘柄で構成される市場全体の動きを表す代表的指数であり、時価

総額加重平均指数です。S&P500は、スタンダード＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLCの登録商標です。
・FTSE World Index（Ex-US）は、FTSEインターナショナルリミテッドにより算出される指数です。FTSE®は、ロンドン証券取引所（London 

Stock Exchange Plc）およびフィナンシャル・タイムズ社（The Financial Times Limited）の商標であり、ライセンスに基づいてFTSEが使
用しています。FTSEの指数（インデックス）は、いずれもFTSEの商標であり、そのあらゆる権利はFTSEおよび／又は、その許諾者に帰
属します。すべての情報は、参考のために提供されるだけです。FTSEは、FTSEの指数又はその基礎データのいかなる誤りもしくは欠落
等に関して一切責任を負うものではありません。

・FTSE Non-USD World Govt Bond Indexは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている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なっておりません。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。
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投資環境について
＜グローバル株式市場＞

当期期初より、コロナショック後に相次いで打ちださ
れた金融・財政政策が支援材料となったほか、移動制
限措置の緩和や新型コロナウイルスに係るワクチン開発
や供給への期待感などにより、市場の楽観が拡大しま
した。幅広いリスク資産が買われた中、特に、米国株
価指数に占める割合の大きいテクノロジー銘柄が大幅
な上昇となり、市場をけん引しました。また、欧州では、
欧州復興基金の設立などが好感されました。株式やリ
スク資産は好調に推移した一方、欧米での感染再拡大
懸念や米中関係の悪化などが、度々市場の下押し材料
となりました。9月に入ると、これまで市場をけん引して
きた大型テクノロジー銘柄などが調整に転じたほか、米
国大統領選挙を巡る動向、米国の追加景気刺激策の
協議の難航、欧州での感染再拡大と移動制限措置の再
開、英国のEU離脱問題などの不透明感が拡大し、株
式市場全体が下落に転じました。

＜グローバル債券市場＞
主要国の長期債券市場は、主要国の経済活動再開に

伴う景気回復期待や、新型コロナウイルスに係るワクチ
ン開発などの報道、米国債の需給悪化懸念などから、
主要国の国債金利が上昇する局面もありましたが、米連
邦準備理事会（FRB）による緩和策の長期化観測、米
中対立の激化懸念、欧米での感染再拡大への警戒感な
どのマイナス材料が交錯し、方向性を欠くレンジ相場で
の展開となりました。期末に向かい、米国の財政拡大に
よる需給の悪化観測や、2021年以降の景気回復観測な
どを背景に米国債金利は上昇基調に転じた一方、欧州
国債は、感染再拡大に伴う規制の再強化懸念などから、
低下傾向となりました。

ポートフォリオについて
＜ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バラ
ンス・ファンド＞

当期、当ファンドは、主要投資対象である「BGF グ
ローバル・アロケーション・ファンド」を高位に、「BGF 
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド」
を低位に組入れた運用を行ないました。

投資先ファンドにおける運用経過は以下の通りです。

＜BGF グローバル・アロケーション・ファンド＞
 ・ 株式ポートフォリオについては、長期的な成長が期待
される分野に焦点を当てた投資戦略を継続し、特に、
IT（デジタル・トランスフォーメーション、テレコム・ケー
ブル、サイバーセキュリティ、eコマース）、やヘルスケ
ア（バイオ医薬品、医療技術、ヘルスケア・プロバイ
ダー）などの分野を選好しました。この結果として、
グロース株への選好が強まりましたが、一部の銘柄
については相対的に買われすぎていると判断される
ため、出遅れ感のあるとみられるシクリカルの銘柄へ
と入れ替えましたが、市場のシクリカルのバリュー銘
柄への投機的なローテションとは異なり、マクロ的な
観点からのセクターへの考察と、より精緻な銘柄分析
に基づき、資本財、一般消費財、金融などへ選別的
な投資を行いました。国別では、相対的に景気回復
の傾向が先行してみられた中国株式や、金融・財政
政策の支援効果やバリュエーションの割安感から、出
遅れ感のある欧州株式への機動的な追加投資を実
施しました。

 ・ 債券ポートフォリオについては、国債は、株式へのヘッ
ジを企図して米国債を中心とする保有を継続しまし
たが、金利水準が極めて低位で推移していることで、
その効果がはく落していると捉え、相対的にウエイト
を低位で維持しました。一方、社債については、FRB
による資産買い入れの継続が追い風になると捉え、
投資対象を拡大し、機動的に活用しました。一方、
一部の投資適格社債に割高感がみられる中、投資適
格やハイ・イールドなどの格付けの区分よりも、よりセ
クターや銘柄重視での投資を行いました。
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 ・ コモディティは、ポートフォリオの分散効果やヘッジを
企図したほか、実質金利が低位で推移するとの見通
しや米ドルの動向の先行き不透明感が追い風となる
と判断し、保有を継続しました。一方、リスク資産と
の相関が高まったことでヘッジ機能が薄れたため、当
期は小幅に引き下げました。

 ・ 現金等については、市場環境の変化に応じて、機動
的に配分を変更しました。

＜BGF　USダラー・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド＞

主に米ドル建ての短期の投資適格債に投資すること
で、トータル・リターンの最大化を目指した運用を行いま
した。

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。下記のグラフは、当ファンドの基準価額と参
考指数の騰落率の対比です。

■基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）

第27期
（2020.4.21～2020.10.20）

（％）
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分配金について
収益分配は基準価額水準、市場動向等を勘案して見

送りとさせていただきました。留保益の運用につきまし
ては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項目
当期

2020年4月21日
〜2020年10月20日

当期分配金（税込み） −円
対基準価額比率 −%
当期の収益 −円
当期の収益以外 −  

翌期繰越分配対象額 5,002

（注1） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除
後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

 また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立
金」から分配に充当した金額です。

（注2） 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合
計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3） 当期分配金の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、ファンドの収益率とは
異なります。

今後の運用方針について
＜当ファンド＞

引き続き主要投資対象ファンドである「BGF グロー
バル・アロケーション・ファンド」を高位に組入れる運
用を行う方針です。

投資先ファンドにおける市場見通しおよび今後の運
用方針は以下の通りです。

＜BGF　グローバル・アロケーション・ファンド＞
中長期的な経済ファンダメンタルズについては、金融

政策の継続や大規模な財政政策がサポートとなり、改
善傾向が続くと捉えています。FRBは金融緩和策を継
続することを示唆しており、低金利環境が長期化するこ
とで、投資家の資金は金利市場から株式市場に流れる
とみています。株式市場については、緩和的な環境に
加え、新型コロナウイルス対策の進展や経済環境の改
善が押し上げ要因となると、良好な見通しを維持してい
ます。また、企業のフリーキャッシュフローが創出され
ることで、2021年は、企業の活発な設備投資やR&D投
資、M&A、などが行われ、株式市場を押し上げる材料
となるとみています。債券については、低金利環境が長
期化すると想定される中、キャリー獲得と分散投資の
観点から、クレジット（投資適格社債、ハイ・イールド債）
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を選好していくほか、新興国国債や証券化商品への選
別的な投資も継続する方針です。今後、高齢化が進む
中で、インカム収益の確保が可能な資産クラスへの需
要が高まるとみられることや、世界景気の回復などの恩
恵を享受すると考えています。

一方、短期的には、米国の政治情勢や追加刺激策の
動向、英国の欧州連合（EU）離脱問題、欧米での感染
再拡大などの不透明感など、課題が山積しています。こ
のため、ポートフォリオでは、長期な投資を基本としつ
つも、短期的なボラティリティの上昇を注視しつつ、リス
ク管理の観点から、国債、デュレーション、金関連、現金、
通貨などによる分散されたヘッジ戦略とのバランスを維
持していく方針です。

＜BGF　USダラー・ショート・デュレーション・ボン
ド・ファンド＞

当ファンドは、引き続き主に米ドル建ての短期の投資
適格債に投資することで、トータル・リターンの最大化
を目指した運用を行う方針です。
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◇当ファンドの概要
商品分類 追加型投信／海外／資産複合

信託期間 無期限（設定日：2007年6月29日）

決算日 4月20日および10月20日（ただし休業日の場合は翌営業日）

運用方針 ①主として「ブラックロック・グローバル・ファンズ（ルクセンブルグ籍証券投資法人）　グローバル
･アロケーション･ファンド　クラスＪ投資証券」および「ブラックロック・グローバル・ファンズ

（ルクセンブルグ籍証券投資法人）　USダラー・ショート･デュレーション･ボンド･ファンド　ク
ラスX投資証券」（以下各々を「BGF　グローバル･アロケーション･ファンド」および「BGF　US
ダラー ･ショート･デュレーション･ボンド･ファンド」といいます。）への投資を通じて、投資信託
財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

②外貨建資産については、原則為替ヘッジを行ないません。

主要運用対象 当ファンドは、「BGF グローバル・アロケーション・ファンド」および「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・
ファンド」に投資します。
「BGF グローバル・アロケーション・ファンド」を主要投資対象ファンドとし、その組入比率を高位に保ちます。

運用方法 主として世界の株式、債券および短期証券に分散投資する投資信託証券を投資対象とし、信託財産
の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。

分配方針 年2回の毎決算時（4月20日および10月20日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に
基づき、分配を行ないます。
1． 経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評価損益を含み

ます。）等の全額を分配対象額の範囲として分配を行ないます。
2． 分配金額は、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。基準価額水準、市況動

向等によっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額につい
て保証するものではありません。

3． 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行ないます。
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（参考情報）
◇代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（注） すべ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。
＊上記は、2015年10月～ 2020年9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、当ファンドおよび他の代表的な資産ク

ラスについて表示したものです。
＊上記の騰落率は直近月末から60カ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（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。
＊各資産クラスの指数

日本株………TOPIX（東証株価指数､配当込み）
先進国株……MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）
新興国株……MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債……NOMURA-BPI国債
先進国債……FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債……J.P.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）

＜各指数について＞
東証株価指数（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に時価総額を指数として算出したものです。東証株価指数

（配当込み）は、株式会社 東京証券取引所（（株）東京証券取引所）の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関
するすべての権利は、（株）東京証券取引所が有しています。（株）東京証券取引所は、東証株価指数（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変
更、東証株価指数（配当込み）の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（配当込み）の商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有し
ています。
MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびMSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCIInc.が開発、計算した
株価指数です。MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）は日本を除く世界の主要先進国の株式を、また、MSCIエマージング・マーケッツ・インデッ
クス（配当込み、円ベース）は新興国の株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産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。
NOMURA−BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、日本国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知
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、NOMURA−BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
ものではなく、NOMURA−BPI国債を用いて行なわれるブラックロック・ジャパン株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利
はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
J.P.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）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エ
ルエルシーが発表しており、新興国の現地通貨建ての国債を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権はJ.P.モルガン・セキュリティー
ズ・エルエルシーに帰属しています。

（％） （2015年10月～2020年9月）
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◇ファンドデータ
■当ファンドの組入資産の内容
○組入ファンド等

比率
BGF　グローバル ･ アロケーション ･ ファンド 98.7%
BGF　US ダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 1.0
その他 0.3

（注） 比率は第27期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

○資産別配分	 ○国別配分	 ○通貨別配分
その他
0.3% 

その他
0.3%

その他
0.3% 

外国投資証券
99.7% 

ルクセンブルグ
99.7%

米･ドル
99.7% 

（注） 比率は第27期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

■純資産等

項目
当期末

2020 年 10 月20日
純資産総額 1,908,932,338 円
受益権総口数 1,280,712,700 口
1 万口当り基準価額 14,905 円

＊当期中における追加設定元本額は25,738,182円、同解約元本額は216,705,455円です。



− 10 −

ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド

■組入上位ファンドの概要
◆BGF　グローバル･アロケーション･ファンド
○基準価額の推移

○１万口当りの費用明細
当該情報の取得が不可能であるため記載しておりません。

○資産別配分	 ○国別配分	 ○通貨別配分

ユーロ
10.2%

日本・円
12.5%

その他
19.3%

外国株式
56.6%

その他
16.7%

米・ドル
58.1%

外国債券
26.7%

アメリカ
53.6%

その他
39.5%

中国
6.9%

（注1） 基準価額の推移は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注2） 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注3） 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
＊当社適時開示資料作成にあたり使用しておりますブラックロック・グループのデータに基づき記載しております。上記ファンドの管理会社が

作成しているデータに基づく運用報告書（全体版）の参考情報と相違する場合があります。
＊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）でご覧いただけます。

（2019.8.30） （2020.2.28）

100

75

50

25

（米・ドル）
○上位10銘柄

銘柄名 通貨 比率
TREASURY(CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 米・ドル 4.3%
UMBS 30YR TBA(REG A) 米・ドル 4.3
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 人民元 3.2
TREASURY NOTE    1.75  11/15/2029 米・ドル 2.7
MICROSOFT CORP 米・ドル 1.8
SPDR GOLD SHARES 米・ドル 1.5
AMAZON COM INC 米・ドル 1.5
ALPHABET INC CLASS C 米・ドル 1.5
APPLE INC 米・ドル 1.5
CANADA (GOVERNMNET OF) 1.5 09/01/2024 カナダ・ドル 1.3

組入銘柄数 1063銘柄
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