
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

第19作成期 2020年９月15日から2021年３月12日まで

第109期
決算日
2020年10月12日

第111期
決算日
2020年12月14日

第113期
決算日
2021年２月12日

第110期
決算日
2020年11月12日

第112期
決算日
2021年１月12日

第114期
決算日
2021年３月12日

当作成期の状況

基 準 価 額（作成期末） 6,634円

純資産総額（作成期末） 117,673百万円

騰　落　率（当作成期） ＋6.8％

分配金合計（当作成期） 240円

※�騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定
して計算したものです。

アジア好利回りリート・
ファンド
追加型投信／海外／不動産投信
日経新聞掲載名：ア好リート

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し
上げます。
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、
主として、日本を除くアジア各国・地域（オセア
ニアを含みます。）の取引所に上場している不動産
投資信託（リート）等に投資し、信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行います。当作成期
についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

　お取引のある販売会社へお問い合わせください。

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

　コールセンター　0120-88-2976
　受付時間：午前９時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

■当運用報告書についてのお問い合わせ

https://www.smd-am.co.jp

当ファンドは､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、次の手順でご覧 
いただけます｡なお、印刷した｢運用報告書(全体版)｣はご請求により交付させていただきますので、販売会社までお問い合わせください。

【閲覧方法】https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/にアクセス→ファンド名を入力→検索結果からファンドを選択
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1 運用経過
基準価額等の推移について（2020年９月15日から2021年３月12日まで）

基準価額等の推移

作成期首 6,440円

作成期末 6,874円
（当作成期分配金240円（税引前）込み）

騰 落 率 ＋6.8％
（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について
　分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時
に再投資したと仮定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します。

※�分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご
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な
どによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）

※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
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基準価額の主な変動要因（2020年９月15日から2021年３月12日まで）

　当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア各国・地域（オセ
アニアを含みます。）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）等に投資しました。
　なお、外貨建資産については、対円での為替ヘッジは行っていません。

●新型コロナウイルス収束後の景気回復を見据えて投資家心理が改善し、アジア・オセア
ニアリート市場が上昇したこと
●オーストラリアドルやシンガポールドル、香港ドルが対円で上昇したこと（2020年11
月から作成期末）

●欧米での新型コロナウイルス感染再拡大や、投資家心理悪化を受けアジア・オセアニア
リート市場が下落したこと（2020年10月）

上昇要因

下落要因

組入れファンドの状況

組入れファンド 投資資産 作成期末組入比率
SMAM�アジア・リート・サブ・トラスト
（JPY�Unhedged�クラス） 外国リート 98.4％

マネー・マーケット・マザーファンド 短期金融資産 0.0％
※比率は、純資産総額に対する割合です。
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１万口当たりの費用明細（2020年９月15日から2021年３月12日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a）信 託 報 酬 36円 0.556％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は6,540円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：��交付運用報告書等各種資料の送付、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：��ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図

の実行等の対価

（ 投 信 会 社 ） （9） （0.135）

（ 販 売 会 社 ） （26） （0.405）

（ 受 託 会 社 ） （1） （0.016）

（b）売買委託手数料 3　 0.043　 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：��有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う�

手数料（ 株 式 ） （－） （－）

（投資信託証券） （3） （0.043）

（先物･オプション） （－） （－）

（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：��有価証券の取引の都度発生する取引に関する�

税金（ 株 式 ） （－） （－）

（ 公 社 債 ） （－） （－）

（投資信託証券） （－） （－）

（d）そ の 他 費 用 0　 0.001　 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：��海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お

よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

（ 保 管 費 用 ） （－） （－）

（ 監 査 費 用 ） （0） （0.001）

（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 　 計 39　 0.600　

※�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
算出しています。
※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。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※�売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、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。

※ 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
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参考情報 総経費率（年率換算）

総経費率
2.15%

運用管理費用
（受託会社） 0.03%

運用管理費用および
運用管理費用以外
1.01%

運用管理費用
（販売会社） 0.83%

運用管理費用
（投信会社） 0.28%

投資先ファンドの費用 1.01%2 当ファンドの費用 1.14%1

その他費用
0.00%

総経費率（ 1 + 2 ） 2.15％

1 当ファンドの費用の比率 1.14％

2 投資先ファンドの費用の比率 1.01％

※�1の各費用は、前掲「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、各比率
は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。「１万口当たりの費用明細」の各比率と
は、値が異なる場合があります。

※�2の投資先ファンド（当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く））の費用は、実際
に投資しているシェアクラスのデータが入手できない場合は、入手可能なファンド全体のデータをもとに
委託会社が計算したものです。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、ま
とめて表示しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。
※�1と 2の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。ま
た、計上された期間が異なる場合があります。
※�上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証
券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した比率
に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率（年率）は2.15％です。
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最近５年間の基準価額等の推移について（2016年３月14日から2021年３月12日まで）

※�分配金再投資基準価額は、2016年３月14日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載していません。

最近５年間の年間騰落率
2016.3.14 2017.3.13 2018.3.12 2019.3.12 2020.3.12 2021.3.12

決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日
基準価額� （円） 9,018� 7,903� 7,149� 7,166� 6,566� 6,634�
期間分配金合計（税引前）�（円） －� 1,700� 1,440� 900� 500� 480�
分配金再投資基準価額騰落率�（％） －� 7.5� 8.7� 14.0� －1.8� 9.0�
純資産総額� （百万円） 284,425� 191,931� 205,594� 170,717� 135,355� 117,673�

当作成期
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分配金再投資基準価額（円）：左軸

基準価額（円）：左軸純資産総額（百万円）：右軸

最近５年間の推移
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投資環境について（2020年９月15日から2021年３月12日まで）

アジア・オセアニアリート市場は、香港、オーストラリアは上昇し、シンガポールはほ
ぼ横ばいとなりました。為替市場では、香港ドル、オーストラリアドル、シンガポール
ドルすべてが対円で上昇しました。

アジア・オセアニアリート市場
　アジア・オセアニアリート市場は、作成期
初は、域内の新型コロナウイルスの感染状況
が総じて落ち着いていたものの、投資家のセ
ンチメント（投資家心理）悪化を背景に軟調に
推移しました。11月は、米国大統領選挙後
の不透明感の後退、ワクチン開発進展による
経済正常化への期待等から、センチメントは
改善し、上昇しました。12月から作成期末
にかけては、感染拡大状況や経済活動再開状
況、金利動向を受けて国ごとにまちまちな推
移となりました。

（香港リート市場）
　香港リートは、２月以降、感染抑制の規制
緩和が発表されたことや、香港政府が中国と
の越境再開の見通しを示したことが好感され
て、力強く上昇しました。
　当作成期のＳ＆Ｐリート指数（香港）は、
15.82％上昇しました。

（シンガポールリート市場）
　シンガポールリートは、１月以降、内需主
導での景気回復が進むなかで、長期金利の上

昇を受けて、これまで堅調に推移してきた産
業施設関連リート中心に上値の重い推移とな
りました。
　当作成期のＳ＆Ｐリート指数（シンガポー
ル）は、0.85％上昇しました。

（オーストラリアリート市場）
　オーストラリアリートは、ＲＢＡ（オース
トラリア準備銀行）の金融緩和スタンスや、
住宅支援策等の財政政策を好感して作成期初
は堅調に推移しました。作成期末にかけては、
これまで業績好調で上昇してきた銘柄群中心
に長期金利上昇が重石となりました。
　当作成期のＳ＆Ｐリート指数（オーストラ
リア）は8.24％上昇しました。
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為替市場

作成期首
（円）

作成期末
（円） 円安／円高

香港ドル・円 13.70 14.00 円安

シンガポールドル・円 77.65 81.06 円安

オーストラリアドル・円 77.26 84.62 円安

　アジア・オセアニア通貨は、新型コロナウ
イルスの感染拡大状況、経済活動再開状況、
ワクチン開発進展や経済対策への期待を背景
に一進一退で推移しました。作成期末にかけ
てはグローバルでの長期金利の大幅な上昇や
リスク選好の動きを受けて円安となりました。

ポートフォリオについて（2020年９月15日から2021年３月12日まで）

当ファンド
　「ＳＭＡＭ�アジア・リート・サブ・トラス
ト（JPY�Unhedged� ク ラス）」および「マ
ネー・マーケット・マザーファンド」を主要
投資対象とし、「ＳＭＡＭ�アジア・リート・
サブ・トラスト（JPY�Unhedged�クラス）」
の高位組入れを維持しました。

ＳＭＡＭ アジア・リート・サブ・トラスト
（JPY Unhedged クラス）
　市場動向を注視しながら、個別銘柄の流動
性に配慮して慎重に売買を進め、組入比率は
高位を保ちました。作成期末の組入銘柄数は
35銘柄で、銘柄分散効果でパフォーマンス
の安定を図りつつ、個別銘柄を総合的に勘案
したウェイト付けで、比較的高いパフォーマ
ンスの享受を狙いました。

●国別投資行動
（香港）
　市場予想を上回る決算を発表し、世界に先
駆けて景気回復が見込まれる中国本土での業
容拡大姿勢を示した日用品販売を主とする商
業施設リートの高位組入れを維持しました。

（シンガポール）
　徹底した感染対策により新型コロナウイル
ス感染拡大が抑制されていることから、いち
早く景気回復が期待できるシンガポールの商
業施設の買増しや、ホテルリートの新規組入
れを行いました。また、投資対象のアセット
クラスを拡大する方針を発表し、ポートフォ
リオのクオリティ改善および中国経済成長の
恩恵享受の更なる拡大が期待できるキャピタ
ランド・リテイル・チャイナ・トラストを買
い増しました。
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（オーストラリア）
　当作成期の前半にはオーストラリアでは、
政府による新築住宅購入者への補助金政策や
ＲＢＡによるハト派（景気を重視する立場）的
な金融政策継続により好調な住宅市況が継続
するとの見方から住宅リートを買い増しまし
た。また、作成期の後半には新型コロナウイ
ルス感染の抑え込みが進み業績への見通しが
改善しつつあるとともに、堅調な住宅市況の
個人消費への波及効果が期待されることから
商業施設リートなどを買い増しました。

（その他）
　マクロ経済や金融政策の動向、個別リート
の中期的な成長性に基づき、国・地域分散の
観点からも引き続きマレーシア、タイ、イン
ド、ニュージーランドへの投資を行いました。
　2021年に入ってからは、オーストラリア、
シンガポール、ニュージーランドにおいて
2020年に好調推移した銘柄を一部売却して
います。

マネー・マーケット・マザーファンド
　主として、円貨建ての短期公社債および短
期金融商品に投資し、安定した収益の確保を
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（2020年９月15日から2021年３月12日まで）

　ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。
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分配金について（2020年９月15日から2021年３月12日まで）

　当作成期の１万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額水準等を勘案し、それぞれ40円とい
たしました。
　なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第109期 第110期 第111期 第112期 第113期 第114期

当期分配金 40 40 40 40 40 40
（対基準価額比率） （0.611％） （0.612％） （0.610％） （0.596％） （0.595％） （0.599％）

当期の収益 20 17 19 20 18 15

当期の収益以外 19 22 20 19 21 24

翌期繰越分配対象額 834 812 793 774 753 729
※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※��「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（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収
益率とは異なります。
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当ファンド
　「ＳＭＡＭ�アジア・リート・サブ・トラス
ト（JPY�Unhedged�クラス）」および「マネー・
マーケット・マザーファンド」を主要投資対
象とし、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行う方針です。引き続き「ＳＭＡＭ
アジア・リート・サブ・トラスト（JPY�
Unhedged�クラス）」の高位組入れを維持し
ます。

ＳＭＡＭ アジア・リート・サブ・トラスト
（JPY Unhedged クラス）
　新型コロナウイルス感染拡大・抑制が各国
でまちまちとなる中、景気の回復度合いも国
ごとで違いがみられます。そのような環境下
においては、国によって各セクターの業績の
出方が異なってくると想定しています。
　引き続き個別銘柄のファンダメンタルズ
（業績、財務内容などの基礎的諸条件）を重視
し、ファンドの基本コンセプトである、「収

益の成長性に加え、配当利回り等のバリュ
エーションに着目した運用」を行います。感
染状況やワクチン普及による物色の変化等に
も機動的に対応していきます。外部環境にも
留意しながら、個別銘柄選択を重視し、ファ
ンドのコンセプトである「アジアの経済成長
の恩恵を享受できる」魅力的な銘柄群に投資
する方針です。
　また、我々はアジア・オセアニアリートに
おいてＥＳＧリサーチを行っていますが、コ
ロナ禍を経てＥＳＧ（環境・社会・ガバナン
ス（統治））の重要性がさらに高まっています。
ＥＳＧリサーチを活用したリートとの対話を
通じて、ファンドのパフォーマンスの向上、
リート市場のサステナビリティ（持続可能性）
向上を図っていく所存です。

マネー・マーケット・マザーファンド
　円貨建ての短期公社債および短期金融商品
に投資し、安定した収益の確保を目指します。

2 今後の運用方針

3 お知らせ
約款変更について

　該当事項はございません。
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4 当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信

信 託 期 間 2011年９月30日から2025年９月12日まで

運 用 方 針
投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含
みます。）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）等に投資し、信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行います。

主 要 投 資 対 象

当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。

ＳＭＡＭ アジア・リート・サブ・トラスト（JPY Unhedged クラス）
日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託

マネー・マーケット・マザーファンド
円貨建の短期公社債および短期金融商品

当 フ ァ ン ド の
運 用 方 法

■�主として、日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます。）の取引所に上場してい
る不動産投資信託（リート）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目
指します。

■�外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

組 入 制 限 ■�外貨建資産への直接投資は行いません。

分 配 方 針

■�毎月12日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。
■�分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲
内とします。

■�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。
※�委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。
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【2016年3月～2021年2月】(％)
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平均値
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当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
●平均値 5.4％ 4.4％ 7.8％ 6.4％ 1.2％ 1.2％ 1.5％

※��上記期間の月末ごとに、それぞれ直近１年間の騰落率を算出し、最大・平均・最小を表示しています。よって、決算
日に対応した数値とは異なります。�
※当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したものです。
※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。

5 代表的な資産クラスとの騰落率の比較

各資産クラスの指数

日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み）
株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。

先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI�Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。

新興国株 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI�Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。

先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE�Fixed�Income�LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。

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・ダイバーシファイド（円ベース）
J.P.�Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の
　発行者および許諾者は、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。
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※未収・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。

純資産等

項目 第109期末 第110期末 第111期末 第112期末 第113期末 第114期末

純資産総額� （円） 126,421,755,378 124,288,865,475 121,530,001,760 122,412,326,842 119,903,936,226 117,673,096,929
受益権総口数� （口） 194,221,413,526 191,268,629,747 186,379,740,962 183,405,004,255 179,474,648,191 177,383,878,077
1万口当たり基準価額�（円） 6,509 6,498 6,521 6,674 6,681 6,634
※当作成期における、追加設定元本額は7,778,573,142円、解約元本額は26,915,274,522円です。

6 当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2021年３月12日）

組入れファンド等
銘柄名 形態 組入比率

SMAM�アジア・リート・サブ・トラスト（JPY�Unhedged�クラス） ケイマン籍外国投資信託
（円建て） 98.4％

マネー・マーケット・マザーファンド 親投資信託 0.0％
コールローン等、その他 － 1.6％
※比率は、純資産総額に対する割合です。

円
100.0％

ケイマン諸島
100.0％

日本
0.0％

外国投資信託証券
98.4%

その他
1.6%

マザーファンド
0.0％

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比） 通貨別配分（純資産総額比）
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シンガポール
49.4%オーストラリア

37.3%

香港
9.6%

タイ
1.7%

マレーシア 1.5%

その他 0.6%

リート
96.2%

その他
3.8%

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比）

※分配金再投資ベース

組入上位ファンドの直近決算概要（当ファンドの計算期間とは異なります）

ＳＭＡＭ アジア・リート・サブ・トラスト（JPY Unhedged クラス）（2019年３月１日～2020年２月28日）
　基準価額の推移以外は投資ファンドを含むシェアクラスで構成された「ＳＭＡＭ�アジア・リート・サブ・トラスト」の
情報です。
基準価額（円建て）の推移

80

90

100

110

120

6 7 8 9 10 11 12 '20/1'19/4 5期首 期末

※�国別配分は原則発行国もしくは投資
国を表示しています。
※�通貨別配分については、入手できる
データがないため記載していません。
※2020年２月28日現在

組入上位10銘柄 (2020年２月28日現在)
銘柄名 組入比率

1 Goodman�Group 9.0%
2 Mapletree�Logistics�Trust 8.6%
3 Link�REIT 8.4%
4 Keppel�DC�REIT�Class�REIT 6.8%
5 Charter�Hall�Group 4.8%

銘柄名 組入比率
6 Mapletree�Industrial�Trust 4.6%
7 Mirvac�Group�Class�REIT 4.5%
8 CapitaLand�Mall�Trust 4.4%
9 Stockland 3.7%
10 CapitaLand�Commercial�Trust,�Ltd. 3.6%

全銘柄数 34銘柄※比率は純資産総額に対する割合
※全銘柄の情報については、運用報告書（全体版）に記載しています。

期首＝100

1万口当たりの費用明細
　単位当たり費用明細は入手できるデータがないため
記載していません。
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ご参考　基準価額と分配金の関係
分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、
基準価額は下がります。

決算期
① ② ③ ④＝②＋③ ⑤＝③÷① ⑥＝(④-①)÷①

期首基準価額 期末基準価額 分配金
（税引前）

分配金込み
期末基準価額

期首基準価額に対する
分配金の割合

分配金込みリターン
（基準価額騰落率）

第109期 6,440円 6,509円 40円 6,549円 0.62% 1.69%
第110期 6,509円 6,498円 40円 6,538円 0.61% 0.45%
第111期 6,498円 6,521円 40円 6,561円 0.62% 0.97%
第112期 6,521円 6,674円 40円 6,714円 0.61% 2.96%
第113期 6,674円 6,681円 40円 6,721円 0.60% 0.70%
第114期 6,681円 6,634円 40円 6,674円 0.60% △0.10%

表の見方　 
「分配金込みリターン（⑥）」とは
期末に支払われた分配金を含めた、当期のファンドの運用成果を表しています。

「分配金込みリターン（⑥）」と「期首基準価額に対する分配金の割合（⑤）」の関係

⑥＞⑤の場合 �分配金は主に当期の運用成果から支払われています。

⑥＜⑤の場合
�分配金は当期の運用成果を超えて支払われており、�「期末
基準価額（②）」は「期首基準価額（①）」と比べて下落するこ
とになります。

当期のファンドの運用成果は、お客さまの保有期間に応じた運用成果とは異なりますのでご注意ください。


