
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。

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。

当期の状況

基 準 価 額（期末） 11,240円　　

純資産総額（期末） 2,846百万円

騰　落　率（当期） ＋3.6％　　

分配金合計（当期） 0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（年１回決算型）
追加型投信／海外／不動産投信
日経新聞掲載名：ア好リート年

2017年９月13日から2018年９月12日まで

第４期 決算日：2018年９月12日

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】http://www.smam-jp.com/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

受付時間 ： 営業日の午前9時～午後5時
0120-88-2976お客さま

サービス部
〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1

当運用報告書に関するお問い合わせ先

http://www.smam-jp.com お取引状況等はご購入された販売会社へお問い合わせください。
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1 運用経過
基準価額等の推移について（2017年９月13日から2018年９月12日まで）

基準価額等の推移
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純資産総額（百万円）：右軸

分配金再投資基準価額（円）：左軸
基準価額（円）：左軸

分配金再投資基準価額について
　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、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の
で、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。

期　　首： 10,847円
期　　末： 11,240円
（分配金0円（税引前）込み）
騰 落  率 ： ＋3.6％
（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因（2017年９月13日から2018年９月12日まで）

　当ファンドは、投資信託への投資を通じて、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、原則として対円での為替ヘッジは行っていません。

●期を通してみれば、アジア・オセアニアリート市場が上昇したこと
●香港ドルが円に対して上昇したこと

●�１月から２月にかけて、一時的にアジア・オセアニアリート市場が下落したこと

詳しくは後掲の「投資環境について」をご参照ください。

上昇要因

下落要因

※�分配金再投資基準価額は、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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　　１万口当たりの費用明細（2017年９月13日から2018年９月12日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a）信 託 報 酬 124円 1.112% 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11,160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 ） （30） （0.270）

（ 販 売 会 社 ） （90） （0.810）

（ 受 託 会 社 ） （4） （0.032）

（b）売買委託手数料 4　 0.033　 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） （4） （0.033）

（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 1　 0.009　 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 ） （1） （0.008）

（ そ の 他 ） （0） （0.001）

合 　 計 129　 1.154　

※��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ファンドが支払った費用を含みません。組入れファンドの費用は後掲
の「組入上位ファンドの直近決算概要」（P.14）をご覧ください。
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最近５年間の基準価額等の推移について（2013年９月12日から2018年９月12日まで）

　当ファンドは、ファンド設定後５年間を経過していないため、設定日（2015年６月12日）以降
の情報を記載しています。

※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
2015.6.12

設定日
2015.9.14

決算日
2016.9.12

決算日
2017.9.12

決算日
2018.9.12

決算日
基準価額� （円） 10,000� 8,685� 9,531� 10,847� 11,240�
期間分配金合計（税引前）� （円） － 0 0 0 0
分配金再投資基準価額騰落率� （％） － －13.2� 9.7� 13.8� 3.6�
純資産総額� （百万円） 0.1 1,043� 2,217� 2,224� 2,846�
※�2015年９月14日の「分配金再投資基準価額騰落率」は、ファンドの設定日からの騰落率で、年間騰落率とは異なります。

当期
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最近５年間の推移

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

設定日
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投資環境について（2017年９月13日から2018年９月12日まで）

アジア・オセアニア・リート市場は香港、シンガポール、オーストラリアともに上昇し
ました。為替市場では、円に対して香港ドルが上昇し、シンガポールドル、オーストラ
リアドルが下落しました。

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、2018年年初から２月までの期間を除き、ほぼ期を通して
上昇基調が続きました。
　期初から2017年末にかけては、世界経済や企業業績が好調を維持し、世界的に株価が上昇を
続ける中、アジア・オセアニアリート市場も堅調に推移しました。2018年に入ると、欧米諸国
の金融緩和政策の縮小や米国の景気刺激策に伴う欧米の長期金利の上昇が波及して、世界的に金
利の変動性が高まり、同リート市場にも調整が入りました。３月以降は、世界的な貿易摩擦問題
への警戒感が漂うなか、リートの業績の安定性や利回りの高さが着目され、再び上昇基調となり
ました。

①香港リート市場（18.1％上昇）
ディフェンシブ性（景気変動の影響を受けにく
いこと）と高い分配金成長を実現してきた大型
商業施設リートが市場を牽引しました。

②シンガポールリート市場（3.8％上昇）
政府が2018年のＧＤＰ（国内総生産）成長率見
通しの下限を引き上げるなど、景気回復が下支
えとなるなか、同市場で初の自己投資口買入の
公表・実施を受け、他のリートへの波及が期待
されたことが好材料となりました。

80
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期首 期末'17/10 '18/1 211 12 54 6 873

各市場の動き

②シンガポール ①香港

③オーストラリア

（期首＝100として指数化）

※Ｓ＆Ｐリート指数（現地通貨ベース）を使用
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③オーストラリアリート市場（14.9％上昇）
ＲＢＡ（オーストラリア準備銀行）が政策金利を据え置くなか、Ｅコマースの浸透を追い風に力強
い業績成長を続けるリートや、保有物件の入替えを通してポートフォリオの改善を進める商業施
設リートなどが好調に推移しました。

　アジア通貨は、まちまちな動きでした。香
港ドルは、期前半は世界的な株安に伴うリス
ク回避の姿勢から対円で下落しましたが、４
月以降は、米国の景気拡大期待や金融引き締
めを背景とした米ドル高に連動する形で上昇
に転じました。シンガポールドルは、２月の
世界的な株安を受け、対円で下落し、４月以
降、期末にかけてもみ合う展開が続きました。

為替市場

期首
（円）

期末
（円） 円安／円高

香港ドル・円 14.02� 14.22� 円安

シンガポールドル・円 81.30� 81.08� 円高

オーストラリアドル・円 87.78� 79.24� 円高

ポートフォリオについて（2017年９月13日から2018年９月12日まで）

当ファンド
①「ＳＭＡＭ　アジア・リート・サブ・トラスト（ＪＰＹ�Unhedged�クラス）」
②「マネー・マーケット・マザーファンド」
　を主要投資対象としました。

①ＳＭＡＭ　アジア・リート・サブ・トラスト（ＪＰＹ Unhedged クラス）

� （期末組入比率：98.7％）
　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。期末の組入銘柄数は44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。

　オーストラリアドルは、軟調な住宅市況を受けて、ＲＢＡによる利上げ観測が後退したほか、
鉄鉱石などの商品価格の下落も影響し、対円で下落しました。
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●国別投資行動
（香港）
　香港の景気動向や、香港経済とつながりが強い中国の景況感、連動性の高い米国の金融政策を注
視しました。日用品販売関連を中心に高水準の分配金成長を続ける商業施設リートのディフェンシ
ブ性を引き続き評価しました。

（シンガポール）
　シンガポール経済が改善方向にあるなかで、国内外での積極的な物件取得の評価も考慮しながら、
大型銘柄を中心にポートフォリオを構築しました。中でも、マネジメントの質に改善の兆しがみら
れ、かつ市況回復や資産入替えなどによる成長加速期待を持つオフィスリートのウェイトを引き上
げました。

（オーストラリア）
　小売売上高や住宅価格の鈍化など個別の事業環境を勘案して選別的な投資を行いました。中でも、
活発な不動産売買の恩恵を受けるファンド事業やＥコマース市場の需要拡大が見込める物流施設事
業などを持つ、成長性が相対的に高い銘柄を評価しました。

（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などに基づき、マレーシア、タイ、
ニュージーランドへの投資を引き続き行いました。とりわけ、タイリートは中長期的な市場の拡大
や流動性が拡大の途上にあるとの見方に立ち、投資銘柄数を増やしました。
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②マネー・マーケット・マザーファンド
� （期末組入比率：0.0％）
　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。

●組入上位10銘柄ご案内 (基準日：2018年９月11日)
銘柄名

国・地域
当期末

組入比率 コメント

1 LINK�REIT香港 9.73% 国内ショピングセンターを多数保有するアジア・オセアニア最大
級の商業施設リート

2 GOODMAN�GROUPオーストラリア 7.63% アジア等グローバルなEコマース向け物流施設等の開発・保有に
特化した産業施設リート

3 SCENTRE�GROUPオーストラリア 7.03% オセアニア地域で都市型ショッピングモールを開発・運営する域
内最大手の商業施設リート

4 ASCENDAS　REAL�ESTATE�INVシンガポール 6.35% 研究開発施設が集積するビジネスパーク、物流施設等を保有する
国内最大手の産業施設リート

5 CAPITALAND�MALL�TRUSTシンガポール 5.48% 国内有数のショッピングモールを多数保有するシンガポールを代
表する商業施設リート

6 CAPITALAND�COMMERCIAL�TRシンガポール 4.87% 国内のグレードの高いオフィスビルを保有するシンガポールを代
表するオフィスリート

7 MAPLETREE�INDUSTRIAL�TRUシンガポール 3.48% シンガポールの工業施設に加えて米国でデータセンター投資に着
手した産業施設リート

8 KEPPEL�DC�REITシンガポール 3.40% AI時代のインフラと言われるデータセンターのみを投資対象とす
るアジア唯一のリート

9 MAPLETREE�LOGISTICS�TRUSシンガポール 3.37% 日本や中国を含むアジア・オセアニア地域で幅広く物流施設を運
営する産業施設リート

10 MAPLETREE�COMMERCIAL�TRUシンガポール 3.27% シンガポール最大級のショッピングモールを旗艦物件とする総合
型リート

※組入比率は純資産総額に対する比率です。

ベンチマークとの差異について（2017年９月13日から2018年９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（2017年９月13日から2018年９月12日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第4期 　当期の分配は、複利効果による信託財産
の成長を優先するため、見送りといたしま
した。
　なお、収益分配に充てなかった留保益に
つきましては、運用の基本方針に基づき運
用いたします。

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 2,677
※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。

2 今後の運用方針
当ファンド
　「ＳＭＡＭ　アジア・リート・サブ・トラ
スト（ＪＰＹUnhedgedクラス）」および「マ
ネー・マーケット・マザーファンド」を主要
投資として、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「ＳＭ
ＡＭ　アジア・リート・サブ・トラスト（Ｊ
ＰＹUnhedged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）
　アジア・オセアニアのリート市場は、引き
続き安定的な賃料収益に基づく業績動向や配
当利回りなどへの注目を支えに、堅調な推移

を見込みます。貿易摩擦問題やそれに伴う世
界経済への悪影響には注視しますが、各国の
景気回復や安定的な賃貸収益をベースに、
リート業績に対する信頼感は引き続き高いと
みます。
　引き続き、業績の安定性に留意しながら、
アジア地域の中期的な成長を享受でき、配当
利回りが魅力的な銘柄を中心に組み入れ、
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（価格評価）に着目した運用」を行いま
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。
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3 お知らせ
約款変更について

　受益者に対してする公告を電子公告の方法によるものとするため、所要の変更を行いました。
� （適用日：2018年2月1日）
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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 2015年６月12日から2025年９月12日まで

運 用 方 針
投資信託への投資を通じて、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
円貨建て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

■�年１回（原則として毎年９月12日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決
定します。

■�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。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
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【2013年9月～2018年8月】(％)
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57.1
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37.2
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9.3

-4.0

29.1

-12.3

21.4

-17.4

最大値

最小値
平均値

22.8

-6.8

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 9.1％ 16.6％ 17.0％ 10.9％ 2.1％ 5.8％ 3.1％

※��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。

【2016年６月～ 2018年８月】
ファンド設定１年後以降の月末データを使用しています。
よって右のグラフとは計算期間が異なります。
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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4期末 ※��当期における、追加設定元本額は1,474,185,201円、
解約元本額は992,492,003円です。

純資産総額� （円） 2,846,012,165
受益権総口数� （口） 2,532,100,837
1万口当たり基準価額� （円） 11,240

6 当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2018年９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） 98.7%
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 ー 1.3%
※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
98.7％

マザーファンド
0.0％

その他
1.3％

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
52.8％オーストラリア

26.6％

香港
18.0％

マレーシア
1.0％

タイ 1.0％

その他 0.5％

リート
96.6％

その他
3.4％

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比）

※期中の分配金は含みません。

期首＝100

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）（2017年3月1日～2018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

70

110

6 7 8 9 10 11 12 '18/1'17/4 5期首 期末

100
90
80

　  （ご参考）組入投資信託に係る費用明細
項目 比率

投資運用報酬 0.5%
取引費用 0.2%
管理事務代行報酬 0.1%
その他諸費用 0.1%
費用合計 0.9%
※�比率は平均純資産総額（期首・期末）に対する費用の割
合で、当社算出値
※�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。なお、費用の総額については、運用
報告書（全体版）の「包括利益計算書」に記載しています。

※�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。
※2018年2月28日現在

組入上位10銘柄 (2018年2月28日現在)
銘柄名 組入比率

1 Link�REIT 9.5%
2 Ascendas�Real�Estate�Investment�Trust 8.6%
3 Scentre�Group 6.2%
4 CapitaLand�Mall�Trust 5.8%
5 CapitaLand�Commercial�Trust,�Ltd. 5.7%

銘柄名 組入比率
6 Goodman�Group 5.1%
7 Mapletree�Industrial�Trust 3.8%
8 Mapletree�Logistics�Trust 3.5%
9 Keppel�DC�REIT�Class�REIT 3.3%
10 Mapletree�Commercial�Trust 3.1%

全銘柄数 45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。


