
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。運用報告書（全体版）は、委託会社のホームペー
ジから下記の手順で閲覧、ダウンロードできます。
なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問い合
わせください。

＜閲覧方法＞
上記ＵＲＬにアクセス⇒「サイトマップ」より「運用報告書一覧」

を選択⇒当ファンドを選択⇒「運用報告書（全体版）」を選択

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社
カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目７番７号　TRI-SEVEN ROPPONGI

0120-00-8051（無料）

受付時間：営業日の午前９時～午後５時

http://www.fidelity.co.jp/fij/
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みさ
れた販売会社にお尋ねください。

基準価額をご確認
いただけます。

http://www.fidelity.co.jp/fij/
フィデリティ投信株式会社

受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し
上げます。
さて、「フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視
型）」と「フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視
型）」は、第71期から第73期までの決算を行いまし
た。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じ
て、世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）へ
実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を
確保することを目的に運用を行い、長期的な投資
信託財産の成長を目指しました。ここに、運用状況
を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。

フィデリティ・世界分散・ファンド
（債券重視型／株式重視型）
愛称：３つのチカラ
追加型投信／内外／資産複合

交付運用報告書
第71期（決算日 2018年１月10日）
第72期（決算日 2018年３月12日）
第73期（決算日 2018年５月10日）

作成対象期間（2017年11月11日～2018年５月10日）

日経新聞掲載名
債券重視型：世分散債
株式重視型：世分散株

第73期末
（決算日　2018年５月10日）

基準価額
（債券重視型） （株式重視型）

8,953円 8,649円

純資産総額
（債券重視型） （株式重視型）

8,865百万円 5,746百万円

第71期～第73期
（2017年11月11日～2018年５月10日）

騰落率
（債券重視型） （株式重視型）

△3.2％ △2.2％

分配金合計
（債券重視型） （株式重視型）

120円 165円

（注）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したもの
とみなして計算しています。
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１ ．運用経過の説明

①基準価額等の推移

（債券重視型）

第71期首：9,372円
第73期末：8,953円（既払分配金120円）
騰 落 率：△3.2％（分配金再投資ベース）

（株式重視型）

第71期首：9,012円
第73期末：8,649円（既払分配金165円）
騰 落 率：△2.2％（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、2017年11月10日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

②基準価額の主な変動要因

当期のフィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）の騰落率は－3.20％、フィデリティ・世界分散・ファンド

（株式重視型）の騰落率は－2.21％でした。

＜プラス要因＞

世界株式相場が上昇したこと。

＜マイナス要因＞

世界国債、エマージング債券、世界リート相場が下落したこと。

円が主要通貨に対し上昇したこと。
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③ １ 万口当たりの費用明細

（債券重視型）

項目
第71期～第73期

項目の概要2017年11月11日～2018年５月10日
金額 比率

（a）信託報酬 38円 0.417％ （a）信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は9,113円です。

（投信会社） （8） （0.091） 委託した資金の運用の対価
（販売会社） （27） （0.295） 購入後の情報提供、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

管理及び事務手続き等の対価
（受託会社） （3） （0.032） 運用財産の保管・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 0 0.002
（b）売買委託手数料＝

当作成期中の売買委託手数料
当作成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
（投資証券） （0） （0.002）

（c）有価証券取引税 0 0.001
（c）有価証券取引税＝

当作成期中の有価証券取引税
当作成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
（投資証券） （0） （0.001）

（d）その他費用 2 0.021
（d）その他費用＝

当作成期中のその他費用
当作成期中の平均受益権口数

（保管費用） （0） （0.004） 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。

（監査費用） （0） （0.004） 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他） （1） （0.014） その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、

印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。

合計 40 0.440

（株式重視型）

項目
第71期～第73期

項目の概要2017年11月11日～2018年５月10日
金額 比率

（a）信託報酬 37円 0.417％ （a）信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は8,777円です。

（投信会社） （8） （0.091） 委託した資金の運用の対価
（販売会社） （26） （0.295） 購入後の情報提供、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

管理及び事務手続き等の対価
（受託会社） （3） （0.032） 運用財産の保管・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 0 0.002
（b）売買委託手数料＝

当作成期中の売買委託手数料
当作成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
（投資証券） （0） （0.002）

（c）有価証券取引税 0 0.001
（c）有価証券取引税＝

当作成期中の有価証券取引税
当作成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
（投資証券） （0） （0.001）

（d）その他費用 2 0.025
（d）その他費用＝

当作成期中のその他費用
当作成期中の平均受益権口数

（保管費用） （0） （0.004） 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外
における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。

（監査費用） （0） （0.005） 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他） （1） （0.016） その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、

印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま
れます。

合計 39 0.444

（注１）当作成期中の費用（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、この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、このファンドに対応するものを含みます。

（注２）「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。
（注３）「比率」欄は、１万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成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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④最近 ５年間の基準価額等の推移

（債券重視型） （株式重視型）

（債券重視型）

2013年５月10日
期首

2014年５月12日
決算日

2015年５月11日
決算日

2016年５月10日
決算日

2017年５月10日
決算日

2018年５月10日
決算日

基準価額 （円） 8,770 8,978 10,083 8,877 9,074 8,953

期間分配金合計（税引前） （円） － 320 330 330 270 240

分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 6.2 16.2 △8.8 5.5 1.3

純資産総額 （百万円） 20,920 16,171 15,480 11,667 10,323 8,865

（株式重視型）

2013年５月10日
期首

2014年５月12日
決算日

2015年５月11日
決算日

2016年５月10日
決算日

2017年５月10日
決算日

2018年５月10日
決算日

基準価額 （円） 8,363 8,668 9,976 8,308 8,739 8,649

期間分配金合計（税引前） （円） － 345 405 450 370 330

分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 8.0 20.1 △12.4 10.0 2.7

純資産総額 （百万円） 12,877 10,779 9,613 7,226 6,702 5,746

（注）分配金再投資基準価額は、2013年５月10日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金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、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。
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⑤投資環境

当期の主要資産クラスの騰落率は以下の通りでした。

世界国債
世界ハイ・イールド

債券
エマージング

債券
世界株式 世界リート

現地通貨ベース（％）＊ －0.21 ＋0.12 －2.58 ＋4.91 －2.06

円ベース（％） －2.11 －2.81 －5.77 ＋1.97 －3.50

世界国債：ＦＴＳＥ世界国債インデックス、世界ハイ・イールド債券：ＩＣＥ バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・イン

デックス、エマージング債券：Ｊ．Ｐ．モルガン・ＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド、世界株式：ＭＳＣＩワールド・インデックス、世界リー

ト：FTSE EPRA/NAREIT先進国REITインデックス、為替：ＷＭロイター。株式及びリートは配当金込、債券はトータル・リターン。＊エマー

ジング債券は米ドル・ベース。

為替（対円レート）

ドル ユーロ ポンド 豪ドル

前期末 113.29円 132.12円 149.78円 86.94円

当期末 109.59円 130.18円 147.60円 82.17円

ＷＭロイター

以下、別途記載がない限り、現地通貨ベースでの相場の動きを記載しています。

【債券】
世界国債は、金融政策の流れがこれまでの量的緩和から量的引締めへと転換したことを主因に、下落しまし

た。国債の利回りは、世界的な経済指標の改善が成長の持続を示唆したことから上昇（価格は下落）しました。

米国では10年物国債利回りが2014年以来初めて３％を越え、景気拡大見通しが広がっていることが示されま

した。米国債券市場の動きは他市場にも影響を与え、ドイツ国債と英国債の利回りも期を通じ小幅ながら上

昇しました。ハイ・イールド債券は前期末比で小幅上昇となりましたが、地政学的リスクと高水準に達している

バリュエーションに対する懸念が重石となりました。エマージング債券は下落しました。当期中も続いた米連

邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げにより米国債利回りが上昇したことがマイナスとなりました。

【株式】
世界の株式市場は前期末比で上昇しました。期初からしばらくの間は世界同時成長に支えられ良好に推移し

ましたが、2018年に入ると、ＦＲＢによる利上げの加速や米中間の貿易戦争に対する懸念が台頭し、株式市

場に下方圧力がかかりました。ＦＲＢは利上げを継続しましたが、欧州中央銀行と日銀は緩和的な金融政策

を維持しました。日本では、国有地売却問題等により安部政権に対する支持率が目立って下落したことが懸

念されました。他方、北朝鮮を巡る地政学的な緊張が緩和し、韓国の文在寅大統領と金正恩委員長との首脳

会談により朝鮮半島の非核化に対する期待が広がりました。こうした状況の中、英国と米国が他地域よりも

良好なパフォーマンスを達成した反面、日本、日本を除く太平洋地域、新興国市場等の株式市場のパフォー

マンスが冴えないという結果となりました。
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【不動産投資信託（リート）】
世界リートは続落しました。米国では金利上昇、小売業の不調、消費者態度の悪化が住宅市場の重石となり

ました。ユーロ圏では、イタリアで住宅価格が引き続き弱いことを主因に不動産市場が下落したのに対し、ドイ

ツとスペインでは好調が続きました。アジアでは、香港の不動産市場が高値に達している住宅価格の持続性

と金利上昇に対する懸念から減速しました。一方で、シンガポール不動産市場は引き続き好調で、４年間続

いた不調から緩やかな回復が続いています。日本では景気拡大が継続していることと比較的通貨が安定して

いることを主因に各銘柄ともに良好に推移しました。英国ではブレグジット関連の不確実性が投資家の信頼

感に対する圧力となりましたが、ポンド安が商業用不動産に対する海外投資家の需要を刺激しました。

⑥ポートフォリオ

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界（日本を含む）の債券、株式、不動産投資信託（リート）

に分散投資を行い、主に配当等収入を確保することを目的とした運用を行うとともに、長期的な投資信託財産

の成長を目指します。

ファンドが投資するマザーファンド受益証券及び基本的配分は、「債券重視型」について債券70％、株式15％、

リート15％、「株式重視型」について債券35％、株式50％、リート15％としております。この基本資産配分は、

各資産の利回り水準、流動性、リスク・リターン特性などを考慮して、配当等収入の確保とリスクの分散を目

指して決定したものです。当期につきましても、原則として、この比率を目標とした運用を行いました。
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⑦ベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しており

ません。

⑧分配金

（債券重視型）
第71期から第73期の１万口当たり分配金（税引前）は、分配方針に基づきそれぞれ40円といたしました。また、

収益分配に充てなかった利益につきましては投資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。

●分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）

項目
第71期 第72期 第73期

2017年11月11日～2018年１月10日 2018年１月11日～2018年３月12日 2018年３月13日～2018年５月10日

当期分配金 40 40 40

（対基準価額比率） 0.42％ 0.45％ 0.44％

当期の収益 26 25 33

当期の収益以外 13 14 6

翌期繰越分配対象額 216 202 196

（株式重視型）
第71期から第73期の１万口当たり分配金（税引前）は、分配方針に基づきそれぞれ55円といたしました。また、

収益分配に充てなかった利益につきましては投資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。

●分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税引前）

項目
第71期 第72期 第73期

2017年11月11日～2018年１月10日 2018年１月11日～2018年３月12日 2018年３月13日～2018年５月10日

当期分配金 55 55 55

（対基準価額比率） 0.60％ 0.64％ 0.63％

当期の収益 30 40 32

当期の収益以外 24 14 22

翌期繰越分配対象額 302 288 266

＊「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

＊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。

＊投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超

えて分配金が支払われることはありません。
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２ ．今後の運用方針
当ファンドは、中長期的な観点から見たリスクの分散と配当等を含む収益の獲得に着目し、複数の資産に投

資を行っています。今後も、投資信託証券への投資を通じ、基本資産配分比率から大きく乖離しない形で、３

つの資産へ分散投資を行ってまいります。また、各投資信託証券におきましては、引き続きグローバルに展

開する社内の調査ネットワークを活用した銘柄選択を行ってまいります。

３ ．お知らせ
●2018年３月27日付で当ファンドの投資信託約款について、基本資産配分に関する運用の指図権限の委託

先としてＦＩＬインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドを追加いたしました。

４ ．当ファンドの概要
商品分類 追加型投信／内外／資産複合
信託期間 原則無期限です。

運用方針

主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド、フィデリティ・グ
ローバル・リート・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託（リート）
へ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行い、長期的な投資信託財産
の成長を目指します。

主要投資対象

当ファンド
主として、フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マ
ザーファンド、フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンドの各受益証券に投資しま
す。

フィデリティ・ワールド債券・
マザーファンド

世界の各種債券に投資する投資信託証券を主要な投資対象とします。

フィデリティ・ワールド株式・
マザーファンド

世界の取引所に上場されている株式に投資する投資信託証券を主要な投資対象とし
ます。

フィデリティ・グローバル・
リート・マザーファンド

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（リー
ト）を主要な投資対象とします。

運用方法

●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界（日本を含みます。）の債券、株式、不動産投資信託（リー
ト）へ実質的に分散投資を行い、主として配当等収入を確保することを目的に運用を行い、長期的な投資信託
財産の成長を目指します。

●フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド、フィデリティ・ワールド株式・マザーファンドの運用は、国内外の投資
信託証券（投資対象ファンド）への投資を通じて行い、ファンド分散・地域（種別）分散を図ります。

●基本資産配分に関する運用にあたっては、ＦＩＬインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図
に関する権限を委託します。

分配方針

毎決算時（原則１月、３月、５月、７月、９月および11月の各10日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則と
して以下の収益分配方針に基づき分配を行います。
●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
●収益分配金額は、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。ただし、必ず分配を行うもの

ではありません。
●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います。
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５ ．代表的な資産クラスとの騰落率の比較
当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（債券重視型）

（株式重視型）

（注１）2013年５月～2018年４月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の 大値・ 小値・平均値を、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、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

（注２）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３）当ファンド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。
（注４）上記の騰落率は直近月末から60ヶ月 った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

※各資産クラスの指数
日 本 株・・・ＴＯＰＩＸ（配当込）
先進国株・・・ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
新興国株・・・ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（税引前配当金込/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・・・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）

＊海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、指数提供元にて円換算しています。
＊詳細は後述の「指数に関して」をご参照下さい。
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６ ．当ファンドのデータ

①組入資産の内容

（債券重視型）
組入上位ファンド （2018年５月10日現在）

ファンド名
組入比率

第73期末

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド 66.8％

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド 15.1

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド 14.7

組入ファンド数 3ファンド

（株式重視型）
組入上位ファンド （2018年５月10日現在）

ファンド名
組入比率

第73期末

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド 48.6％

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド 33.2

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド 15.0

組入ファンド数 3ファンド

（注１）各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

（注２）国別配分は、発行国を表示しています。

（注３）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

＊詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。
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②純資産等

（債券重視型）

項目
第71期末 第72期末 第73期末

2018年１月10日 2018年３月12日 2018年５月10日

純資産総額 9,506,688,357円 8,879,085,909円 8,865,679,289円

受益権総口数 10,131,719,737口 10,028,808,385口 9,902,187,714口

１万口当たり基準価額 9,383円 8,854円 8,953円

（注）当作成期中における追加設定元本額は88,780,999円、同解約元本額は507,979,811円です。

（株式重視型）

項目
第71期末 第72期末 第73期末

2018年１月10日 2018年３月12日 2018年５月10日

純資産総額 6,248,742,207円 5,738,811,233円 5,746,350,158円

受益権総口数 6,847,452,208口 6,723,085,260口 6,643,868,884口

１万口当たり基準価額 9,126円 8,536円 8,649円

（注）当作成期中における追加設定元本額は111,531,004円、同解約元本額は478,944,513円です。
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③組入上位ファンドの概要

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド （別途記載がない限り2018年５月10日現在）

基準価額の推移 組入上位３ファンド

ファンド名 組入比率

フィデリティ・米国投資適格債・ファンド（適格機関投資家専用） 36.6％

フィデリティ・ファンズ－コア・ユーロ・ボンド・ファンド 35.4

フィデリティ・ファンズ－エマージング・マーケット・デット・ファンド 9.9

組入ファンド数 6ファンド

１ 万口当たりの費用明細
（2017年11月11日～2018年５月10日）

項目 金額

（a）売買委託手数料 －円

（b）有価証券取引税 －

（c）その他費用 0

（保管費用） （0）

合計 0

（注１）１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。２ページ（１万口当たりの費用明細）の項目の概要および

注記をご参照ください。ただし、各項目の費用は、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドは除く）が支払った費用

を含みません。

（注２）各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

（注３）国別配分は、発行国を表示しています。

（注４）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

＊詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。
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フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド （別途記載がない限り2018年５月10日現在）

基準価額の推移 組入上位10銘柄
銘柄名 比率

１ プロロジス 6.6％

２ 領展房地産投資信託基金（リンクＲＥＩＴ） 5.1

３ サイモン・プロパティー・グループ 4.2

４ グッドマン・グループ 4.2

５ アメリカン・ホームズ４レント 4.1

６ ウェルタワー 4.0

７ サン・コミュニティーズ 3.8

８ マーリン・プロパティーズＳＯＣＩＭＩ 3.7

９ キャピタランド・コマーシャル・トラスト 3.7

10 エセックス・プロパティー・トラスト 3.6
組入銘柄数 32銘柄

１ 万口当たりの費用明細
（2017年11月11日～2018年５月10日）

項目 金額

（a）売買委託手数料 2円
（投資証券） （2）

（b）有価証券取引税 1
（投資証券） （1）

（c）その他費用 2
（保管費用） （2）

合計 4

（注１）１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。２ページ（１万口当たりの費用明細）の項目の概要および

注記をご参照ください。

（注２）各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

（注３）銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

（注４）国別配分は、発行国を表示しています。

（注５）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

＊組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。
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フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド （別途記載がない限り2018年５月10日現在）

基準価額の推移 組入上位３ファンド

ファンド名 組入比率

フィデリティ・ファンズ－グローバル・ディビデンド・ファンド 97.0％

フィデリティ・ＵＳエクイティ・インカム・ファンド（適格機関投資家専用） 4.9

フィデリティ・ファンズ－アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド 0.5

組入ファンド数 3ファンド

１ 万口当たりの費用明細
（2017年11月11日～2018年５月10日）

項目 金額

（a）売買委託手数料 －円

（b）有価証券取引税 －

（c）その他費用 0

（保管費用） （0）

合計 0

（注１）１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。２ページ（１万口当たりの費用明細）の項目の概要および

注記をご参照ください。ただし、各項目の費用は、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドは除く）が支払った費用

を含みません。

（注２）各々の表、グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

（注３）国別配分は、発行国を表示しています。

（注４）「その他」には現金を含みます。未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

＊詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。
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各マザーファンドが直接投資しているのは投資信託証券ですが、下記はその先の投資資産を表示しておりま
す。

（2018年５月10日現在）

（注）グラフにある比率は、純資産総額に対する評価額の割合で、それぞれの項目を四捨五入しています。

＊フィデリティ投信が2018年５月10日時点の、取得可能な投資対象ファンドのデータに基づき作成しています。運用報告書（全体版）に記

載されているデータとは異なります。

（債券重視型）

（株式重視型）
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（参考）
組入上位ファンドにおける直近の決算日時点の組入上位10銘柄
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

●フィデリティ・米国投資適格債・
ファンド（適格機関投資家専用）
（国内証券投資信託）

（2018年２月28日現在）

銘柄名 通貨 比率
１ USTN 2.125% 12/31/22 アメリカ・ドル 16.0％
２ USTN 2.25% 11/15/27 アメリカ・ドル 11.4
３ US 5YR NOTE (CBT) JUN18 FVM8 アメリカ・ドル 11.2
４ USTB 2.75% 08/15/47 アメリカ・ドル 8.9
５ US 10YR FUT (CBT)JUN18 TYM8 アメリカ・ドル 8.8
６ UST NOTES 2% 4/30/24 アメリカ・ドル 6.8
７ CANADA GOVT 1.5% 6/01/23 カナダ・ドル 3.9
８ GERMANY RE OF 0.5% 8/15/27 RGS ユーロ 3.9

９
EURO-BOBL FUTURE 
MAR18 OEH8

ユーロ 3.4

10 US 2YR NOTE (CBT) JUN18 TUM8 アメリカ・ドル 3.4

（注）上記は、フィデリティ・米国投資適格
債・ファンド（適格機関投資家専用）の
組入資産であるフィデリティ・米国投資
適格債・マザーファンドの直前の作成
期の内容です。

●フィデリティ・ファンズ－コア・ユー
ロ・ボンド・ファンド（ルクセンブル
グ籍証券投資法人）

（2017年４月30日現在）

銘柄名 国 比率
１ Germany -0.482% 10/08/2021 ドイツ 10.7％
２ Germany -0.735% 15/03/2019 ドイツ 8.9
３ Spain 2.75% 31/10/2024 スペイン 8.2
４ Germany 0.25% 15/02/2027 ドイツ 5.8
５ France 0.50% 25/05/2026 フランス 4.9
６ Italy 4.50% 03/01/2024 イタリア 4.7
７ Ireland 1.00% 15/05/2026 アイルランド 3.5
８ Rabobank 2.50% VRN 26/05/2026 オランダ 2.8
９ France 1.75% 25/05/2023 フランス 2.5
10 Morgan Stanley 1.75% 03/11/2024 GMTN アメリカ 2.1

●フィデリティ・ファンズ－エマージン
グ・マーケット・デット・ファンド（ル
クセンブルグ籍証券投資法人）

（2017年４月30日現在）

銘柄名 国 比率
１ Mexico 4.125% 21/01/2026 メキシコ 3.4％
２ Ukraine 7.75% 09/01/2019 Reg S ウクライナ 3.3
３ Sri Lanka 5.125% 11/04/2019 Reg S スリランカ 2.1
４ Argentina 5.00% 15/01/2027 アルゼンチン 1.8
５ Angola 7.00% 17/08/2019 オランダ 1.7

６
Marfrig Holdings Europe 
8.00% 06/08/2023 Reg S

オランダ 1.6

７ Honduras 7.50% 15/03/2024 Reg S ホンジュラス 1.6
８ Argentina 6.25% 22/04/2019 アルゼンチン 1.4
９ Indonesia 3.375% 30/07/2025 Reg S インドネシア 1.4

10
Lima Metro Line 2 Finance 
5.875% 07/05/2034 Reg S

ケイマン諸島 1.4

●フィデリティ・ファンズ－グローバ
ル・ディビデンド・ファンド

（2017年４月30日現在）

銘柄名 国 業種 比率

１ RELX イギリス
資 本 財 ・
サービス

4.2％

２ Wolters Kluwer オランダ
資 本 財 ・
サービス

4.2

３ Johnson & Johnson アメリカ ヘルスケア 3.6
４ Diageo イギリス 生活必需品 3.5
５ US Bancorp アメリカ 金融 3.4
６ British American Tobacco イギリス 生活必需品 2.9

７ General Electric アメリカ
資 本 財 ・
サービス

2.8

８ GlaxoSmithKline イギリス ヘルスケア 2.6
９ Pfizer アメリカ ヘルスケア 2.6
10 Procter & Gamble アメリカ 生活必需品 2.6

●フィデリティ・ＵＳエクイティ・イン
カム・ファンド（適格機関投資家
専用）（国内証券投資信託）

（2017年12月11日現在）

銘柄名 国 業種 比率

１
ＪＰモルガン・チェー
ス・アンド・カンパニー

アメリカ 銀行 4.4％

２ シティグループ アメリカ 銀行 3.2
３ シェブロン アメリカ エネルギー 3.1

４ インテル アメリカ
半導体・半導
体製造装置

2.8

５ CMEグループ アメリカ 各種金融 2.3

６ ダナハー アメリカ
ヘルスケア機
器・サービス

2.1

７
ユナイテッド・テ
クノロジーズ

アメリカ 資本財 2.1

８
リ ー ジ ョ ン ズ ・
ファイナンシャル

アメリカ 銀行 1.9

９ エクセロン アメリカ 公益事業 1.9

10
アメリカン・エレク
トリック・パワー

アメリカ 公益事業 1.9

（注１）上記は、フィデリティ・ＵＳエクイティ・
インカム・ファンド（適格機関投資家
専用）の組入資産であるフィデリティ・
ＵＳエクイティ・インカム・マザーファン
ドの直前の作成期の内容です。

（注２）銘柄はご参考のため、英文表記の一
部をカタカナで表記しております。実
際の発行体名と異なる場合がありま
す。

●フィデリティ・ファンズ－アジア・パシ
フィック・ディビデンド・ファンド（ル
クセンブルグ籍証券投資法人）

（2017年４月30日現在）

銘柄名 国 業種 比率

１
Taiwan Semiconductor 
Manufacturing

台湾 情報技術 5.0％

２ Samsung Electronics 韓国 情報技術 4.7

３
Commonwealth 
Bank of Australia

オース
トラリア

金融 4.5

４ Westpac Banking
オース
トラリア

金融 3.5

５ AIA Group 香港 金融 3.0
６ China Construction Bank (H) 中国 金融 2.9

７
Industrial & Commercial 
Bank of China (H)

中国 金融 2.5

８ China Mobile 香港
電気通信
サービス

2.4

９ CSL
オース
トラリア

ヘルスケア 2.2

10 Tencent Holdings 中国 情報技術 1.9
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指数に関して

●「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に記載の指数について

日本株 ＴＯＰＩＸ（配当込）

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）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すべての権利・ノウハ

ウ及び東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が

有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるも

のではなく、㈱東京証券取引所は、本商品の発行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。

先進国株
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス

（税引前配当金込/円ベース）

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスは、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.が開発した、日本を除く先進国の株式市場

のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、

およびその他知的所有権はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.に帰属しております。

新興国株

ＭＳＣＩ エマージング・マーケッ

ト・インデックス（税引前配当金

込/円ベース）

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.が開発した、エマージング

諸国の株式市場のパフォーマンス測定を目的とする浮動株調整済み時価総額加重指

数です。著作権、およびその他知的所有権はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ.に帰属しております。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利

付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み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もとに算出されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 

国債の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券に帰属します。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、市場性、商品

性および適合性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債を用いて運用される当

ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

先進国債
ＦＴＳＥ世界国債インデックス

（除く日本、円ベース）

ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券イン

デックスです。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。

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）

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。当指数の著作権はジェー・ピー・モルガン・チェース・

アンド・カンパニーに帰属しております。






