
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。

グローバルＡＩファンド
追加型投信／内外／株式
日経新聞掲載名：グロバルＡＩ

2017年９月26日から2018年９月25日まで

第２期 決算日：2018年９月25日

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。
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、
実質的に世界の株式に投資することにより、信
託財産の中長期的な成長を目指します。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） 15,992円　　

純資産総額（期末） 303,343百万円

騰　落　率（当期） ＋17.0％　　

分配金合計（当期） 150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。

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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　 交付運用報告書ナビ
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お客さまが間接的に
負担する費用は？
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はファンド保有期間中に間接的に負担していただく費用を表しています。
※1�マザーファンドで負担いただく費用を含みます。
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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26日から2018年９月25日まで）

基準価額等の推移

※�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。

11 12 2'17/10 '18/1 3 4 5 6 7 8
8,000

10,000

期首 期末

12,000

16,000

14,000

18,000

400,000

200,000

0

純資産総額（百万円）：右軸

基準価額（円）：左軸

分配金再投資基準価額（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：13,791円
期 末：16,142円
（分配金150円（税引前）込み）
騰 落 率：+17.0％
（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因（2017年９月26日から2018年９月25日まで）

　当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、世界の上場株式の中からＡＩ（人工知能）の
進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行いました。なお、実質組入外貨建
資産については対円での為替ヘッジは行いませんでした。

●��世界経済の拡大期待から株価が上昇基調をたどったこと
●��特に当ファンドに多く組み入れられているテクノロジー関連銘柄の株価が堅調に推移し
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
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　　１万口当たりの費用明細（2017年９月26日から2018年９月25日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a）信 託 報 酬 282円 1.890％ 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14,930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 ）（145） （0.972）

（ 販 売 会 社 ）（129） （0.864）

（ 受 託 会 社 ） （8） （0.054）

（b）売買委託手数料 13　 0.086　 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 ） （13） （0.086）

（投資信託証券） （－） （－）

（先物･オプション） （－） （－）

（c）有価証券取引税 0　 0.000　 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 ） （0） （0.000）

（ 公 社 債 ） （－） （－）

（投資信託証券） （－） （－）

（d）そ の 他 費 用 2　 0.016　 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 ） （1） （0.009）

（ 監 査 費 用 ） （1） （0.007）

（ そ の 他 ） （0） （0.000）

合 　 計 297　 1.992　

※�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。
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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25日から2018年９月25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（2016年９月９日）以降
の情報を記載しています。

当期
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純資産総額（百万円）：右軸

最近５年間の推移

基準価額（円）：左軸

分配金再投資基準価額（円）：左軸

設定日

※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
2016.9.9

設定日
2017.9.25

決算日
2018.9.25

決算日
基準価額� （円） 10,000� 13,791� 15,992�
期間分配金合計（税引前）� （円） － 100� 150�
分配金再投資基準価額騰落率� （％） － 38.9� 17.0�
純資産総額� （百万円） 90,091� 287,863� 303,343�
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投資環境について（2017年９月26日から2018年９月25日まで）

当期の世界の株式市場は、上昇しました。
為替市場は、米ドルが対円で小幅上昇しました。

株式市場

　９月から2018年１月にかけて、米国ではトランプ大統領の提唱する税制改革への期待から株
式市場が上昇しました（税制改革法案は12月下旬に成立）。２月以降、米中貿易摩擦激化への懸
念や南欧や北朝鮮などを巡る地政学リスクの高まりなどを背景に、株価は調整しました。また、
ＧＤＰＲ（ＥＵ（欧州連合）の一般データ保護規則）の影響を強く受けると懸念された情報技術関連
銘柄の株価が一時軟調となりました。
　３月以降は、米国で好調な企業業績の発表が相次いだことや堅調なマクロ経済指標を受けて、
ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が３月と６月に政策金利目標をそれぞれ0.25%引き上げました。
政策金利引き上げ直後には株価調整が入ったものの、米国が景気への自信を見せていることを好
感し、世界の株式市場は上昇しました。また期を通じて情報技術銘柄の業績が堅調であったこと
から、情報技術セクターの株価は大きく上昇しました。

　当期の市場の動きをＭＳＣＩオール･カント
リー・ワールド･インデックス（米ドルベース）
でみると、期首に比べて10.7%上昇しました。
また、ＭＳＣＩオール･カントリー・ワールド･
インデックス（情報技術）（米ドルベース）でみる
と、期首に比べて23.0%上昇しました。
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期首 期末'17/10 '18/11211 5 6 872 3 4

市場の動き
期首＝100

株式市場全体の動き※1

株式市場の中の情報技術セクターの動き※2

※1�MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（米ドルベース）
※2�MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（情報技術）（米ドルベース）
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ポートフォリオについて（2017年９月26日から2018年９月25日まで）

当ファンド
　「グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド」の組入れを高位に保ちました。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
　３月より、中国の電子商取引事業を行うアリババの組入れを開始しました。同社は積極的にＡＩ
に投資を行っており、ＡＩを用いたモバイルとオンライン決済プラットフォーム、アリペイなど
を運営している金融関連会社アント･フィナンシャルなどに注目しています。
　７月、中小企業向けのモバイル決済事業を行うスクエアを全売却しました。同社の製品の革新
的性が市場で広く受け入れられ、株価が堅調に上昇した機会を捉え利益確定しました。またＳＮＳ
プラットフォームを運営するフェイスブックを利益確定のため全売却しました。長期的には同社
に対してポジティブな見方を持っているものの、フェイクニュース（偽ニュース）対策などの支出
増が見込まれたことからいったん売却としました。

　期首から、良好な米国の雇用統計を受け、
米ドル買いが優勢となりました。2018年に
入り、米高官の米ドル安容認発言や米中貿易
摩擦の激化懸念が広がり、安全資産として円
がいったん買われ、円高が進みました。しか
し４月以降は、米国経済の堅調さが好感され、
期末まで米ドルが上昇しました。期を通して
みると、０円49銭のやや米ドル高・円安の
動きとなりました。

為替市場

期首 
（円）

期末 
（円） 円安／円高

米ドル・円 112.53� 113.02� 円安
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●組入上位10銘柄ご案内 (基準日：2018年９月25日)
銘柄名
業種

当期末
組入比率 コメント

1 NVIDIA�CORP半導体・半導体製造装置 5.0% ＧＰＵおよび関連ソフトウェアの設計･開発を行う企業

2 TESLA�INC自動車・自動車部品 4.8% 高性能電気自動車とパワートレイン部品の設計・製造・販売

3 SALESFORCE.COM,INC.ソフトウェア・サービス 4.0% クラウドベースの顧客管理ソフト（ＣＲＭ）の開発・販売を行うソ
フトウェア企業

4 MICRON�TECHNOLOGY�INC半導体・半導体製造装置 3.8% ＤＲＡＭ、フラッシュメモリなどの製造・販売を行う半導体製造
企業

5 TRADE�DESK�INC/THE-�CLASS�Aソフトウェア・サービス 3.6% インターネット広告配信プラットフォームの開発を行うソフト
ウェア企業

6 ORACLE�CORPORATIONソフトウェア・サービス 3.5% 企業向けデータベース管理システムの開発、販売を行うソフト
ウェア企業

7 PTC�INCソフトウェア・サービス 3.4% ＰＬＭ（製品ライフサイクル管理）のソフトウェアおよびサービス
を提供する米国のソフトウェア企業

8 YELP�INCソフトウェア・サービス 3.4% ローカルビジネスレビューサイトを運営する企業

9 ON�SEMICONDUCTOR�CORP半導体・半導体製造装置 3.2% 電源管理のパワー半導体の製造･販売を行う企業

10 ARISTA�NETWORKS�INCテクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.9% データセンター、クラウドコンピューティング向けのネットワー
ク機器の製造･販売を行う企業

ベンチマークとの差異について（2017年９月26日から2018年９月25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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当ファンド
　「グローバルＡＩエクイティ・マザーファ
ンドファンド」の組入れを高位に保ちます。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
　2018年の年初以来、株式市場のボラティ
リティ（価格変動性）は、それまでの歴史的
にみても低い水準から、通常の水準に戻って
来ています。一方で、主要地域の金融政策の
正常化や、貿易摩擦の激化は、世界経済の成
長見通しに対する圧力となっています。しか
し、貿易摩擦の激化によって高まったボラ

ティリティがＡＩによってもたらされる長期
的な投資機会を損なうとは考えていません。
人工知能(ＡＩ)および高度自動化技術に対す
る良好な投資環境が継続する可能性は高いと
みています。
　長期的な視点で見れば、世界はグローバル
規模でＡＩが発展する段階にあり、今後、�
ＡＩ技術を用いて事業の革新をもたらす企業
が、より大きな、長期的な成長の可能性を持
つとみています。ＡＩを実現する技術を持ち、
ＡＩを積極的に取り入れることで、今後様々
な場面で有利なポジションを獲得し、市場を
牽引する企業となる可能性を持つ銘柄を選別
して投資を行ってまいります。

分配金について（2017年９月26日から2018年９月25日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第2期 　当期の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、150円といたしま
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、運用方針に基づき運用いた
します。

当期分配金 150
（対基準価額比率） （0.929％）

当期の収益 150

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 5,991
※��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
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3 お知らせ
約款変更について

●��5,000億円までとなっていた信託金限度額を「グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）」と合
わせて8,000億円までとする変更を実施しました。� （適用日：2017年12月22日）
●��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）



グローバルＡＩファンド

10

4 当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式

信 託 期 間 2016年９月９日から2026年９月25日まで

運 用 方 針 マザーファンドへの投資を通じて、実質的に世界の株式に投資することにより、信託財産
の中長期的な成長を目指します。

主 要 投 資 対 象

当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
世界の上場株式

当 フ ァ ン ド の
運 用 方 法

■�世界の上場株式の中から、AI（人工知能）の進化、応用により高い成長が期待される企業の
株式に投資を行います。

■�マザーファンドの運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ�U.S.�
ＬＬCに運用の指図に関する権限の一部を委託します。

■�実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

組 入 制 限

当ファンド
■�株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■�外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド
■�株式への投資割合には、制限を設けません。
■�外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分 配 方 針

■�年１回（原則として毎年９月25日。休業日の場合は翌営業日）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。



グローバルＡＩファンド

11

【2013年9月～2018年8月】(％)

-40.0

-20.0

0.0
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65.0

-22.0

57.1

-17.5

37.2

-27.4

9.3

-4.0

29.1

-12.3

21.4

-17.4

最大値

最小値
平均値45.2

21.0

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 27.8％ 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。

【2017年９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2期末 ※�当期における、追加設定元本額は101,720,902,498円、
解約元本額は120,767,597,244円です。

純資産総額� （円） 303,343,541,495
受益権総口数� （口） 189,685,743,162
1万口当たり基準価額� （円） 15,992

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25日）

組入れファンド等
銘柄名 組入比率

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド 99.3%
コールローン等、その他 0.7%
※比率は、純資産総額に対する割合です。

円
100.0％

日本
100.0％

マザーファンド
99.3％

その他
0.7％

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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組入上位ファンドの直近決算概要

グローバルＡＩエクイティ・マザーファンド（2017年９月26日から2018年９月25日まで）

基準価額の推移 組入上位10銘柄 （基準日：2018年９月25日）

銘柄名 業種 組入
比率

1 NVIDIA�CORP 半導体・半導体製造装置 5.0%
2 TESLA�INC 自動車・自動車部品 4.8%
3 SALESFORCE.COM,INC. ソフトウェア・サービス 4.0%
4 MICRON�TECHNOLOGY�INC 半導体・半導体製造装置 3.8%
5 TRADE�DESK�INC/THE-�CLASS�A ソフトウェア・サービス 3.6%
6 ORACLE�CORPORATION ソフトウェア・サービス 3.5%
7 PTC�INC ソフトウェア・サービス 3.4%
8 YELP�INC ソフトウェア・サービス 3.4%
9 ON�SEMICONDUCTOR�CORP 半導体・半導体製造装置 3.2%
10 ARISTA�NETWORKS�INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.9%

全銘柄数 60銘柄
※比率は、純資産総額に対する割合です。
※��全組入銘柄につきましては、運用報告書（全体版）に記
載されています。

　  1万口当たりの費用明細 （単位：円）
　　項　目　　　　（内訳） 金額（内訳）
売買委託手数料　　（株式） 13　 （13）
有価証券取引税　　（株式） 0　 �（0）
そ の 他 費 用　　（保管費用） 1　 �（1）
　 　 　 　 　　　（その他） 　 �（0）
合計 14　 �
※��項目の概要については、前記「1万口当たりの費用明
細」をご参照ください。

※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。
※基準日は2018年９月25日現在です。

米ドル
96.3％

ユーロ
1.8％

スイスフラン0.9％

円
0.2％

韓国ウォン0.7％

アメリカ
85.4％

バミューダ1.6％

ケイマン諸島
3.9％

フランス
3.9％

日本1.5％

外国株式
95.8％

国内株式
1.4％

その他
2.8％

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） 通貨別配分（純資産総額比）

12,000

20,000

14,000

16,000

18,000

12 '18/1 2 3 4 5 6 7 8'17/10 11期首 期末

(円)
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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2期 13,791円 15,992円 150円 16,142円 1.09% 17.05%

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。


