
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/
モバイルサイト　http://m.smtam.jp/

三井住友トラスト･アセットマネジメント株式会社
〒105-8574　東京都港区芝三丁目33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。

当期末
基準価額 7,909円

純資産総額 253百万円
騰落率 3.8％

分配金合計 0円
（注１）以下本書において、基準価額及び分配金は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、このたび、上記の決算を行いました。
当ファンドは、不動産投資信託証券に投資し、Ｓ＆Ｐ
新興国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）と連
動する投資成果を目標として運用を行いました。ここ
に期間中の運用状況についてご報告申しあげます。
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。

ＳＭＴ 新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン

追加型投信／海外／不動産投信／インデックス型

交 付 運 用 報 告 書
第5期 （決算日　2017年４月20日）

（作成対象期間　2016年10月21日～2017年４月20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。

（注３）分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2016年10月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

ベンチマークは、Ｓ＆Ｐ新興国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）です。詳細につきましては後記をご覧ください。

ベンチマークであるS＆P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

運用経過の説明

１ 基準価額等の推移
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11 12 2017/1 2 3 4

第5期首 第5期末
0

2

4

6

8

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

第5期首：7,617円
第5期末：7,909円（既払分配金０円）
騰落率：3.8％（分配金再投資ベース）

基準価額（円）（左軸）
純資産総額（億円）（右軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

ベンチマーク（左軸）

２ 基準価額の主な変動要因

CS5_17309300_02_os7三住T_SMT新興国REITIO_交運_運用経過.indd   1 2017/05/24   16:42:27



2

項目
当期

項目の概要（2016年10月21日～2017年4月20日）
金額 比率

（ａ） 信託報酬 25円 0.323％ （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7,858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） （10） （0.124） 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） （13） （0.167） 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） （3） （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 2 0.027 （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） （2） （0.027）
（商品） （－） （－）
（先物・オプション） （－） （－）

（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〕×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） （0） （0.002）

（ｄ） その他費用 17 0.221 （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
監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
その他は、金銭信託預入に係る手数料等

（保管費用） （17） （0.218）
（監査費用） （0） （0.003）
（その他） （0） （0.000）

合計 44 0.573
（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及びベンチマークは、2014年11月28日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

2014年11月28日
設定日

2015年４月20日
決算日

2016年４月20日
決算日

2017年４月20日
決算日

基準価額 （円） 10,000 9,710 8,269 7,909
期間分配金合計（税引前） （円） － 0 0 0
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △2.9 △14.8 △4.4
ベンチマーク騰落率 （％） － △3.4 △12.3 △2.7
純資産総額 （百万円） 200 335 226 253

（注）設定日の基準価額は当初設定価額を､純資産総額は当初設定元本を記載しています｡

ベンチマークは、Ｓ＆Ｐ新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）です。
S＆P新興国ＲＥＩＴ指数とは、S＆P Dow Jones Indices LLC（以下「ＳＰＤＪＩ」）が公表する指数で、新興国に上場するＲＥＩＴ（不動産投資信
託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が
独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数はＳＰＤＪＩの商品であり、これを利用するライ
センスが当社に付与されています。Standard & Poor's®およびＳ＆P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「Ｓ＆Ｐ」）の
登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがＳＰＤＪＩに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、ＳＰＤＪＩ、Dow Jones、
Ｓ＆Ｐまたはそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への
投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

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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運用経過の説明

５ 投資環境

新興国ＲＥＩＴ市場はまちまちの展開となりましたが、全
体では横ばいとなりました。投資家のリスク選好を背
景に世界的に金利が上昇する中、南アフリカＲＥＩＴ市
場は長期金利が落ち着いた推移となったことが好感
されて上昇しました。また、マレーシアＲＥＩＴ市場は堅
調となった株式市場の流れを受けて上昇基調で推移
しました。一方、米大統領選挙でトランプ氏が勝利した
ことを受けて、メキシコ経済に悪影響を与える政策が
実行されるとの懸念からメキシコＲＥＩＴ市場は下落し
ました。
外国為替市場では、米大統領選挙の結果を受けて投
資家のリスク選好が強まったことなどから、南アフリカ・
ランドやタイ・バーツなどが対円で上昇しました。
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当期首 当期末

ベンチマーク

「新興国ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券を高位に組み入れ運用しました。

【「新興国ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の運用経過】
ベンチマークであるＳ＆Ｐ新興国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行
いました。

（1）組入比率
取引コストに留意しながらリバランスを実施し、ＲＥＩＴを高位に組み入れ運用を行いました。

（2）ポートフォリオ構成
ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

６ 当ファンドのポートフォリオ
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以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。

運用経過の説明

７ 当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね
連動しました。
差異の主な要因は、信託報酬要因、為替評価差要因※１、
配当課税要因※２、取引コスト要因です。

※１ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替
レートが異なることによる差異です。

※２ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、
当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。
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第5期

基準価額
ベンチマーク

基準価額水準､市況動向等を考慮して､収益分配は見送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す｡

（１万口当たり・税引前）

項目
第５期

2016年10月21日～2017年４月20日
当期分配金 （円） －

（対基準価額比率） （％） （－）
当期の収益 （円） －
当期の収益以外 （円） －

翌期繰越分配対象額 （円） 678
（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。

８ 分配金
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主として、「新興国ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の受益証券を通じて不動産投資信託証券に投資し、Ｓ＆Ｐ
新興国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

該当事項はありません。

商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信／インデックス型

信 託 期 間 信託期間は2014年11月28日から無期限です。

運 用 方 針
主として「新興国ＲＥＩＴインデックス 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、Ｓ＆Ｐ新興国ＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。

主要投資対象

ＳＭＴ 新 興 国ＲＥＩＴ
インデックス・オープン 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。

新 興 国 Ｒ Ｅ Ｉ Ｔ
インデックス マザーファンド

新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場している
不動産投資信託証券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を通じて不動産投資信託証券に投資し、Ｓ＆Ｐ新興国ＲＥＩＴ指数（配当込
み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

分 配 方 針
年２回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、
分配を行わないことがあります。
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（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。

今後の運用方針

お知らせ

当ファンドの概要
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（注１）2012年４月～2017年３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。また、設定前については、ベンチマークの年間騰落率を用いて算出してい
ますので、当ファンドの実績ではありません。

（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・・・シティ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。

※５シティ世界国債インデックスとは、Citigroup Index LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投資収益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、Citigroup Index LLC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は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、Citigroup Index LLC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。

※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
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○組入ファンド
当期末

2017年４月20日
新興国ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 100.0％
その他 0.0％
組入ファンド数 1

（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）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。

（注）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

項目 第５期末
2017年４月20日

純資産総額 253,955,582円
受益権総口数 321,103,829口

１万口当たり基準価額 7,909円
※当期間中における追加設定元本額は71,486,961円、同解約元本額は69,927,893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

親投資信託証券
100.0％

その他
0.0％

○資産別配分

日本
100.0％

○国別配分

円
100.0％

○通貨別配分

２ 純資産等
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当ファンドのデータ

３ 組入ファンドの概要

新興国ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
○基準価額の推移 ○１万口当たりの費用明細

（2015年10月21日～2016年10月20日）
項目

（ａ） 売買委託手数料 ７円
（投資信託証券） （7）

（ｂ） 有価証券取引税 1
（投資信託証券） （1）

（ｃ） その他費用 55
（保管費用） （55）
（その他） （0）

合計 63

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000
（円）

（2015/10/20） （2016/10/20）

（注１）上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2016年10月20日現在のものです。
（注２）１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の決算期のものです。費用項目の概要等については「運用経過の説明 １万口当たりの

費用明細」をご参照ください。
（注３）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

南アフリカ
ランド
43.7％

その他
3.0％

マレーシアリンギット
7.0％

トルコリラ
7.1％

タイバーツ
9.1％

メキシコペソ
30.1％

○通貨別配分

南アフリカ
44.1％

その他
2.1％

マレーシア
6.9％トルコ

7.1％

タイ
9.6％

メキシコ
30.3％

○国別配分
その他
0.9％

外国投資信託証券
99.1％

○資産別配分

順位 銘柄名 国 組入比率
１ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA メキシコ 14.7％
２ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 南アフリカ 11.9％
３ REDEFINE PROPERTIES LTD 南アフリカ 10.7％
４ RESILIENT REIT LTD 南アフリカ 7.8％
５ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI トルコ 5.8％
６ HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 南アフリカ 5.4％
７ CONCENTRADORA 

FIBRA DANHOS S メキシコ 5.2％

順位 銘柄名 国 組入比率
８ MACQUARIE MEXICO 

REAL ESTATE メキシコ 3.1％

９ PLA ADMINISTRADORA 
INDUSTRIA メキシコ 3.0％

10 CPN RETAIL GROWTH 
LEASEHOLD タイ 2.8％

組入銘柄数 37
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○上位10銘柄
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