
交付運用報告書

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド
［ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０・ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０・ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０・

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０・ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム］

受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げ
ます。
さて、「ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド

［ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０］、
［ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０］、
［ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０］、
［ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０］、
［ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム］」
は、2019年７月１日に決算を行いました。
当ファンドは、わが国および海外の株式・公社
債等に分散投資を行い、リスクの低減に努めつ
つ信託財産の中・長期的な成長を目指して運用
を行います。
当作成対象期間につきましても、これに沿った
運用を行いました。ここに、運用経過等をご報
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。 （注1） 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。

（注2） △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

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旨を定めております。運用報
告書（全体版）は、下記のホームページにアクセスし、「基準価額一覧」等から当ファンドの名称を選択いただき、ファン
ドの詳細ページから閲覧、ダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は受益者のご請求により交付
されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

追加型投信／内外／資産複合

■運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 0120 - 104 - 694
（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販
売会社にお問い合わせください。

第９期末（2019年７月１日）
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０

基 準 価 額 18,041円
純 資 産 総 額 214百万円
第９期 騰 落 率 △2.0％

分配金合計 10円
第19期末（2019年７月１日）

ＭＨＡＭライフ
ナビゲーション ２０４０

ＭＨＡＭライフ
ナビゲーション ２０３０

基 準 価 額 12,264円 12,127円
純 資 産 総 額 1,730百万円 1,847百万円
第19期 騰 落 率 △1.3％ △0.4％

分配金合計 0円 0円
ＭＨＡＭライフ

ナビゲーション ２０２０
ＭＨＡＭライフ

ナビゲーション インカム
基 準 価 額 11,081円 11,954円
純 資 産 総 額 1,442百万円 561百万円
第19期 騰 落 率 0.8％ 0.9％

分配金合計 0円 0円

東京都千代田区丸の内1-8-2　http://www.am-one.co.jp/

作成対象期間 2018年７月３日～2019年７月１日
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（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）  当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因
　各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づいて組み入れを行った結果、基準価額は下落し
ました。

運用経過の説明

基準価額等の推移
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０

［組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率］
組入ファンド 騰落率

ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド △7.6％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 2.9％
ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 6.0％
ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 3.7％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.0％

第 ９ 期 首 ： 18,419円
第 ９ 期 末 ： 18,041円
（既払分配金10円）

騰 落 率 ： △2.0％
（分配金再投資ベース）

（百万円）（円）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

第８期末
（2018.７.２）

第９期末
（2019.７.１）
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１万口当たりの費用明細

（注１）  期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組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。

項目

第９期

項目の概要（2018年７月３日　
～2019年７月１日）
金額 比率

（a） 信託報酬 271円 1.508％ （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17,971円です。

（投信会社） （ 97） （0.539） 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価
額の算出等の対価

（販売会社） （159） （0.883） 販売会社分は、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等の対価

（受託会社） （ 15） （0.086） 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価

（b） 売買委託手数料 12 0.065 （b）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
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料

（株式） （ 12） （0.065）
（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÷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） （  0） （0.002）

（d） その他費用 12 0.068 （d）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） （ 11） （0.064） 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用） （  1） （0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他） （  0） （0.000） その他は、信託事務の処理に要する諸費用

合計 295 1.643
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（参考情報）
◆総経費率
　当期中の運用・管理にかかった費用の総額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総経費率（年率）は1.59％です。

（注１） 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す。
（注２） 各費用は、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。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

運用管理費用
（投信会社）
0.54%

運用管理費用
（販売会社）
0.89%

運用管理費用
（受託会社）
0.09%

その他費用
0.07%

総経費率
1.59％
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最近５年間の基準価額等の推移

（注） 当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数は当ファンドが投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを当ファンドの所
与の基本資産配分比率に基づき合成した指数です。各マザーファンドのベンチマークについては、後掲の＜当ファンドが組み入れているマ
ザーファンドのベンチマークについて＞をご参照ください。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているもの
です。

（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、2014年６月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

（百万円）（円） （2014.６.30 ～ 2019.７.１）

（2014.６.30） （2015.６.30） （2016.６.30） （2017.６.30） （2018.７.２） （2019.７.１）
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2014年６月30日
期首

2015年６月30日
決算日

2016年６月30日
決算日

2017年６月30日
決算日

2018年７月２日
決算日

2019年７月１日
決算日

基準価額（分配落） （円） 14,825 17,508 14,998 17,476 18,419 18,041

期間分配金合計（税引前） （円） － 140 0 170 170 10

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － 19.0 △14.3 17.7 6.4 △2.0

参考指数の騰落率 （％） － 19.0 △15.0 18.7 4.1 △1.0

純資産総額 （百万円） 4 18 55 102 146 214

4
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第 19 期 首 ： 12,425円
第 19 期 末 ： 12,264円
（既払分配金0円）

騰 落 率 ： △1.3％
（分配金再投資ベース）

（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４） 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因
　各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づいて組み入れを行った結果、基準価額は下落し
ました。

基準価額等の推移
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０

（億円）（円）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

0

10

30

20

40

50

［組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率］
組入ファンド 騰落率

ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド △7.6％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 2.9％
ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 6.0％
ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 3.7％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.0％

5
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項目

第19期

項目の概要（2018年７月３日　
～2019年７月１日）
金額 比率

（a） 信託報酬 171円 1.400％ （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12,182円です。

（投信会社） （ 60） （0.495） 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価
額の算出等の対価

（販売会社） （100） （0.819） 販売会社分は、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等の対価

（受託会社） （ 10） （0.086） 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価

（b） 売買委託手数料 6 0.051 （b）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
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料

（株式） （  6） （0.051）
（c） 有価証券取引税 0 0.001 （c）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） （  0） （0.001）

（d） その他費用 7 0.056 （d）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） （  6） （0.051） 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用） （  1） （0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他） （  0） （0.000） その他は、信託事務の処理に要する諸費用

合計 184 1.508

１万口当たりの費用明細

（注１）  期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組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。

6
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（参考情報）
◆総経費率
　当期中の運用・管理にかかった費用の総額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総経費率（年率）は1.47％です。

（注１） 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す。
（注２） 各費用は、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。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

運用管理費用
（投信会社）
0.50%

運用管理費用
（販売会社）
0.82%

運用管理費用
（受託会社）
0.09%

その他費用
0.06%

総経費率
1.47％

7

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド

010_3743153631908.indd   7 2019/08/14   14:31:53



（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、2014年６月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

2014年６月30日
期首

2015年６月30日
決算日

2016年６月30日
決算日

2017年６月30日
決算日

2018年７月２日
決算日

2019年７月１日
決算日

基準価額（分配落） （円） 10,376 11,891 10,666 11,931 12,425 12,264

期間分配金合計（税引前） （円） － 110 0 110 110 0

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － 15.7 △10.3 12.9 5.1 △1.3

参考指数の騰落率 （％） － 15.5 △10.6 13.6 3.4 △0.2

純資産総額 （百万円） 1,090 1,214 1,212 1,516 1,653 1,730

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

（億円）（円） （2014.６.30 ～ 2019.７.１）
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（2014.６.30） （2015.６.30） （2016.６.30） （2017.６.30） （2018.７.２） （2019.７.１）

最近５年間の基準価額等の推移

（注） 当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数は当ファンドが投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを当ファンドの所
与の基本資産配分比率に基づき合成した指数です。各マザーファンドのベンチマークについては、後掲の＜当ファンドが組み入れているマ
ザーファンドのベンチマークについて＞をご参照ください。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているもの
です。

8

010_3743153631908.indd   8 2019/08/14   14:31:53



（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）  当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因
　各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づいて組み入れを行った結果、基準価額は下落し
ました。

基準価額等の推移
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０

第 19 期 首 ： 12,171円
第 19 期 末 ： 12,127円
（既払分配金0円）

騰 落 率 ： △0.4％
（分配金再投資ベース）

（億円）（円）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）
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［組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率］
組入ファンド 騰落率

ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド △7.6％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 2.9％
ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 6.0％
ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 3.7％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.0％

9

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド

010_3743153631908.indd   9 2019/08/14   14:31:54



１万口当たりの費用明細

（注１）  期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組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。

項目

第19期

項目の概要（2018年７月３日　
～2019年７月１日）
金額 比率

（a） 信託報酬 155円 1.292％ （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12,009円です。

（投信会社） （ 54） （0.452） 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価
額の算出等の対価

（販売会社） （ 91） （0.754） 販売会社分は、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等の対価

（受託会社） （ 10） （0.086） 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価

（b） 売買委託手数料 4 0.035 （b）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
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料

（株式） （  4） （0.035）
（c） 有価証券取引税 0 0.001 （c）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） （  0） （0.001）

（d） その他費用 5 0.042 （d）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） （  4） （0.037） 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用） （  0） （0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他） （  0） （0.000） その他は、信託事務の処理に要する諸費用

合計 164 1.370
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（参考情報）
◆総経費率
　当期中の運用・管理にかかった費用の総額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総経費率（年率）は1.34％です。

（注１） 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す。
（注２） 各費用は、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。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

運用管理費用
（投信会社）
0.45%

運用管理費用
（販売会社）
0.76%

運用管理費用
（受託会社）
0.09%

その他費用
0.04%

総経費率
1.34％
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（注） 当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数は当ファンドが投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを当ファンドの所
与の基本資産配分比率に基づき合成した指数です。各マザーファンドのベンチマークについては、後掲の＜当ファンドが組み入れているマ
ザーファンドのベンチマークについて＞をご参照ください。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているもの
です。

最近５年間の基準価額等の推移

（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、2014年６月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

（億円）（円） （2014.６.30 ～ 2019.７.１）
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（2014.６.30） （2015.６.30） （2016.６.30） （2017.６.30） （2018.７.２） （2019.７.１）

2014年６月30日
期首

2015年６月30日
決算日

2016年６月30日
決算日

2017年６月30日
決算日

2018年７月２日
決算日

2019年７月１日
決算日

基準価額（分配落） （円） 10,602 11,735 11,036 11,829 12,171 12,127

期間分配金合計（税引前） （円） － 100 0 90 90 0

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － 11.6 △6.0 8.0 3.7 △0.4

参考指数の騰落率 （％） － 11.9 △6.0 8.7 2.7 0.7

純資産総額 （百万円） 1,079 1,196 1,307 1,597 1,709 1,847
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（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）  当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因
　各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づいて組み入れを行った結果、基準価額は上昇し
ました。

基準価額等の推移
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０

第 19 期 首 ： 10,996円
第 19 期 末 ： 11,081円
（既払分配金0円）

騰 落 率 ： 0.8％
（分配金再投資ベース）

（億円）（円）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）
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［組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率］
組入ファンド 騰落率

ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド △7.6％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 2.9％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.0％
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１万口当たりの費用明細

（注１）  期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組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。

項目

第19期

項目の概要（2018年７月３日　
～2019年７月１日）
金額 比率

（a） 信託報酬 130円 1.185％ （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10,963円です。

（投信会社） （ 46） （0.420） 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価
額の算出等の対価

（販売会社） （ 74） （0.679） 販売会社分は、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等の対価

（受託会社） （  9） （0.086） 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価

（b） 売買委託手数料 0 0.003 （b）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
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料

（株式） （  0） （0.003）
（c） 有価証券取引税 － － （c）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

有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（d） その他費用 0 0.004 （d）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） （  0） （0.000） 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用） （  0） （0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他） （ －） （ －） その他は、信託事務の処理に要する諸費用

合計 130 1.192
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（参考情報）
◆総経費率
　当期中の運用・管理にかかった費用の総額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総経費率（年率）は1.19％です。

（注１） 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す。
（注２） 各費用は、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。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

運用管理費用
（投信会社）
0.42%

運用管理費用
（販売会社）
0.68%

運用管理費用
（受託会社）
0.09%

その他費用
0.00%

総経費率
1.19％
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（注） 当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数は当ファンドが投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを当ファンドの所
与の基本資産配分比率に基づき合成した指数です。各マザーファンドのベンチマークについては、後掲の＜当ファンドが組み入れているマ
ザーファンドのベンチマークについて＞をご参照ください。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているもの
です。

最近５年間の基準価額等の推移

（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、2014年６月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

（億円）（円） （2014.６.30 ～ 2019.７.１）
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（2014.６.30） （2015.６.30） （2016.６.30） （2017.６.30） （2018.７.２） （2019.７.１）

2014年６月30日
期首

2015年６月30日
決算日

2016年６月30日
決算日

2017年６月30日
決算日

2018年７月２日
決算日

2019年７月１日
決算日

基準価額（分配落） （円） 10,293 10,838 10,996 10,909 10,996 11,081

期間分配金合計（税引前） （円） － 70 30 0 20 0

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － 6.0 1.7 △0.8 1.0 0.8

参考指数の騰落率 （％） － 6.4 2.7 △0.4 1.3 1.7

純資産総額 （百万円） 1,272 1,331 1,373 1,500 1,398 1,442
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（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）  当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因
　各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づいて組み入れを行った結果、基準価額は上昇し
ました。

基準価額等の推移
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム

第 19 期 首 ： 11,848円
第 19 期 末 ： 11,954円
（既払分配金0円）

騰 落 率 ： 0.9％
（分配金再投資ベース）

（億円）（円）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）
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［組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率］
組入ファンド 騰落率

ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド △7.6％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 2.9％
ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 6.0％
ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 3.7％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.0％
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１万口当たりの費用明細

（注１）  期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組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。

項目

第19期

項目の概要（2018年７月３日　
～2019年７月１日）
金額 比率

（a） 信託報酬 127円 1.077％ （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11,786円です。

（投信会社） （ 58） （0.495） 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価
額の算出等の対価

（販売会社） （ 58） （0.495） 販売会社分は、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等の対価

（受託会社） （ 10） （0.086） 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行
等の対価

（b） 売買委託手数料 2 0.017 （b）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
売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料

（株式） （  2） （0.017）
（c） 有価証券取引税 0 0.000 （c）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） （  0） （0.000）

（d） その他費用 3 0.022 （d）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） （  2） （0.017） 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
（監査費用） （  0） （0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
（その他） （  0） （0.000） その他は、信託事務の処理に要する諸費用

合計 132 1.116
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（参考情報）
◆総経費率
　当期中の運用・管理にかかった費用の総額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総経費率（年率）は1.11％です。

（注１） 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す。
（注２） 各費用は、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。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

運用管理費用
（投信会社）
0.50%

運用管理費用
（販売会社）
0.50%

運用管理費用
（受託会社）
0.09%

その他費用
0.02%

総経費率
1.11％
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（注） 当ファンドはベンチマークを定めておりません。参考指数は当ファンドが投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを当ファンドの所
与の基本資産配分比率に基づき合成した指数です。各マザーファンドのベンチマークについては、後掲の＜当ファンドが組み入れているマ
ザーファンドのベンチマークについて＞をご参照ください。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているもの
です。

最近５年間の基準価額等の推移

（注１）  分配金再投資基準価額は、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さまが利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ます。従って、お客さま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は、2014年６月30日の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）純資産総額（右軸）

（億円）（円） （2014.６.30 ～ 2019.７.１）

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

2

4

6

8

（2014.６.30） （2015.６.30） （2016.６.30） （2017.６.30） （2018.７.２） （2019.７.１）

2014年６月30日
期首

2015年６月30日
決算日

2016年６月30日
決算日

2017年６月30日
決算日

2018年７月２日
決算日

2019年７月１日
決算日

基準価額（分配落） （円） 10,932 11,473 11,573 11,676 11,848 11,954

期間分配金合計（税引前） （円） － 70 30 20 50 0

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － 5.6 1.1 1.1 1.9 0.9

参考指数の騰落率 （％） － 5.9 1.9 1.7 1.8 1.6

純資産総額 （百万円） 404 379 423 512 524 561
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投資環境
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド

　国内株式市場は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
でみると、6.5％下落しました。
　期首から９月上旬まではボックス圏で推移しま
した。その後10月初旬に向けて一旦上昇しました
が、米長期金利の上昇や米国ハイテク株の下落、
中国経済の減速、ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員
会）が金融引締めの継続方針を示したことなどが
嫌気され、年末にかけて大幅に下落しました。し
かし、2019年に入るとパウエルＦＲＢ（連邦準
備制度理事会）議長が金融引き締めを急がない姿
勢を示したことや、中国の景気刺激策への期待感
から反発に転じました。その後も、好調な米経済
指標などを背景に安定して推移しましたが、５月

に米中貿易摩擦が再燃すると投資家心理が悪化し再び調整局面に入りました。しかし、期末、米中首脳
が追加関税発動の先送りと貿易協議再開で合意すると発表するとこれを好感し、やや反発する形で終わ
りました。

期首
（2018.7.2）

期末
（2019.7.1）

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

（注）期首を100として指数化しています。

●国内株式市況

　期中における国内債券市場は、ＮＯＭＵＲＡ－
ＢＰＩ総合（以下、ベンチマーク）でみると、
2.4％上昇（金利は低下）しました。
　期首0.020％で始まった新発10年国債利回り

（以下、長期金利）は、2018年７月末の日銀金融
政策決定会合、及び同日に行われた日銀総裁の記
者会見を受け、日銀が長期金利の変動幅の拡大を
容認する姿勢を示したことや、その後の国債買入
れの減額を進めたことなどから上昇傾向で推移
し、10月上旬には一時0.155％となりました。そ
の後は、世界的な景気減速懸念などを背景に、欧
米中央銀行の景気に対する慎重なスタンスが示さ
れたことや、米中貿易交渉の不透明感の高まりな
ど を 材 料 に、 長 期 金 利 は 低 下 傾 向 で 推 移 し、
△0.145％で期末を迎えました。

98.00

102.00

100.00

104.00

期首
（2018.7.2）

期末
（2019.7.1）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
●国内債券市況

（注）期首を100として指数化しています。
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　海外株式市場は2.4％上昇しました。（ＭＳＣＩ
コクサイ指数（為替ノーヘッジ・円ベース））
　期首から米国の主要企業が良好な決算を発表し
たことや、堅調な米国景気動向などが好感された
ことで、株式市場は９月末にかけて上昇基調とな
りました。その後、ＦＯＭＣ（米連邦準備制度委
員会）が市場の一部の期待に反し利上げを決定し
たことや、英国のＥＵ（欧州連合）離脱を巡る懸
念などの不透明感が嫌気され、12月末にかけて株
式市場は下落しました。
　2019年１月から４月末にかけては、パウエル
ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が利上げ休
止を示唆したことが好感され株価は上昇に転じ、

その後欧米企業の良好な決算が続いたことや米中通商協議の進展期待もあり、株価は上昇基調を辿りま
した。５月には、トランプ米大統領が一連の対中制裁を発表し、貿易摩擦激化への懸念から株価は下落
に転じる場面はあったものの、ＦＲＢによる政策金利の引き下げ期待が強まったことが好材料視された
ことで、その後、相場は期末にかけて反発色を強めました。
　為替市場では、世界的な景気減速を巡る懸念に伴うリスク回避を背景に、米ドルは円に対して下落し
ました。また、ユーロも円に対して下落しました。

●海外株式市況と為替市場

　ＦＴＳＥ世界国債指数（除く日本、為替ノーヘ
ッジ・円ベース）は、2.4％上昇しました。
　米国金利は低下しました。期首2.8％台であっ
た米国の10年国債利回りは、11月にかけて雇用
統計などの良好な経済指標を背景に上昇しまし
た。しかし、その後は米中貿易摩擦を背景とした
世界的な景気減速懸念の高まりや、世界的な株価
の下落など市場のリスク回避姿勢の高まりを受け
てＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）が政策姿勢を
慎重化させ、市場で利下げ観測が高まったことか
ら利回りは低下し、期末時点では2.0％台となり
ました。
　欧州金利も低下しました。期首0.3％台であっ
たドイツ10年国債利回りは、10月にかけて方向

感なく推移しました。その後は欧州経済の減速懸念が高まったことや、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が緩和

●海外債券市況と為替市場

期首
（2018.7.2）

期末
（2019.7.1）

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00
ＭＳＣＩコクサイ指数（為替ノーヘッジ・円ベース）

（注）値は前営業日のものを採用し、期首を100として指数化しています。

期首
（2018.7.2）

期末
（2019.7.1）

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

ＦＴＳＥ世界国債指数
（除く日本、為替ノーヘッジ・円ベース）

（注）値は前営業日のものを採用し、期首を100として指数化しています。
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的な政策をより長く続ける姿勢を示し、市場で追加緩和観測が高まったことから利回りは低下し、期末
時点では△0.3％台となりました。
　為替市場では、米ドル円は12月に市場のリスク回避姿勢の高まりを受けて円高ドル安が進行しまし
た。その後は米通商政策の懸念が一時後退し円安ドル高となったものの、５月には再度通商政策に対す
る懸念が高まり、前期末対比で円高ドル安となりました。ユーロ円は12月に市場のリスク回避姿勢の高
まりからユーロ安円高が進行しました。その後は方向感なく推移しましたが、４月以降はＥＣＢによる
金融緩和政策の長期化姿勢や市場の追加緩和観測を背景にユーロ安円高が進行し、前期末対比でユーロ
安円高となりました。

　無担保コール翌日物金利は当期間中マイナスの
水準で推移しました。
　日本銀行は、「長短金利操作付き量的・質的金
融緩和」を継続しました。日本銀行当座預金の残
高の一部に△0.1％のマイナス金利を適用するこ
と等を含む当該政策が継続された結果、無担保
コール翌日物金利はマイナスの水準で推移しまし
た。

期首
（2018.7.2）

期末
（2019.7.1）

△0.10

△0.06

△0.02

△0.08

△0.04

0.00
(%) 無担保コール翌日物金利

●短期金融資産市況
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ポートフォリオについて
●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０
　期を通じて、ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証
券、ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ
短期金融資産マザーファンド受益証券への投資を行いました。各マザーファンド受益証券の組入比率に
ついては、概ね基本資産配分比率に合わせて分散投資し、その組入比率の合計を高位に維持しました。

●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０
　期を通じて、ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証
券、ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ
短期金融資産マザーファンド受益証券への投資を行いました。各マザーファンド受益証券の組入比率に
ついては、概ね基本資産配分比率に合わせて分散投資し、その組入比率の合計を高位に維持しました。

●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０
　期を通じて、ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証
券、ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ
短期金融資産マザーファンド受益証券への投資を行いました。各マザーファンド受益証券の組入比率に
ついては、概ね基本資産配分比率に合わせて分散投資し、その組入比率の合計を高位に維持しました。

●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０
　期を通じて、ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証
券、ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ
短期金融資産マザーファンド受益証券への投資を行いました。各マザーファンド受益証券の組入比率に
ついては、概ね基本資産配分比率に合わせて分散投資し、その組入比率の合計を高位に維持しました。

●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム
　期を通じて、ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド受益証
券、ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ
短期金融資産マザーファンド受益証券への投資を行いました。各マザーファンド受益証券の組入比率に
ついては、概ね基本資産配分比率に合わせて分散投資し、その組入比率の合計を高位に維持しました。
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●ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド

●ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド

　前回の運用報告書に記載した「今後の運用方針」に基づき運用しました。企業調査による利益成長性
の分析及び株価バリュエーション分析等に基づき個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅
力が高いと判断される銘柄に投資しました。主な購入銘柄は、任天堂、東京エレクトロン、三菱商事等
です。一方で、当面の業績動向が相対的に見劣りすると予想される銘柄や、良好な収益見通しは評価で
きるものの株価に織り込まれたと判断される銘柄などを売却しました。主な売却銘柄は、トヨタ自動車、
西武ホールディングス、三井金属鉱業等です。
　株式組入比率は高位を維持しました。
　上記の運用を行った結果、基準価額は下落しました。主な下落要因としては、サービス業や情報・通
信業等に属する銘柄の下落が挙げられます。

　当期は、前回の運用報告書の「今後の運用方針」に則り、わが国の公社債を主要投資対象とし、マク
ロ経済予測や市場分析に基づく金利予測、個別銘柄信用リスク分析やクオンツ分析に基づく個別銘柄選
択などを行い、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標にポートフォリオの運用を行いました。
　金利戦略は修正デュレーション（金利感応度）をベンチマーク対比長期化とする戦略を基本としまし
た。残存年限別構成戦略は、相対的に堅調に推移すると判断した、超長期ゾーンを厚めに保有しました。
種別構成戦略は、事業債のオーバーウェイトを維持しました。また、債券の組入比率は高位を保ちまし
た。
　上記の運用を行った結果、基準価額は上昇しました。主な上昇要因として、世界的な景気減速懸念の
高まりから金利が低下傾向で推移したことなどが挙げられます。

〔組入上位業種〕 
期末

順位 業種 比率
１ 電気機器 15.3％
２ サービス業 8.2％
３ 情報・通信業 8.0％
４ 化学 6.4％
５ 輸送用機器 5.2％
６ 銀行業 5.0％
７ 機械 4.7％
８ 卸売業 4.5％
９ 医薬品 4.3％
10 建設業 4.3％

（注）比率は、「ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド」の純資産総額に対する割合。
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●ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド
　主に、「ＭＳＣＩコクサイ指数」に採用されている国の株式に投資を行い、個別企業の投資価値判断を
行い、中・長期的な投資魅力が高いと判断される銘柄への投資を進めました。
　各国の景気および金融政策や、企業業績見通しなどを見極めつつ、銘柄入替や保有比率調整を実施し
ました。この結果、ベンチマークである「ＭＳＣＩコクサイ指数（為替ノーヘッジ・円ベース）」対比
で、北米、欧州・中東地域のウェイトを高めとしました。また、ベンチマーク対比で一般消費財・サー
ビスセクターやヘルスケアセクターの配分比率を引き上げ、金融セクターなどを引き下げました。株式
組入比率を高位に維持しました。為替ヘッジは実施しておりません。
　上記の運用を行った結果、基準価額は6.0％上昇しました。主な上昇要因として、海外株式市場が上
昇したことやマイクロソフト（米国、情報技術）などの株価上昇などが挙げられます。

（注） ファンドの投資配分比率については、ＭＨＡＭ海外
株式マザーファンドの株式部分に対する割合を用い
ております。  
ファンドおよびベンチマークの投資配分比率は、 
2019年の６月末の時価評価を用いて、ファクト
セットで算出しております。

（注） ファンドの投資配分比率については、ＭＨＡＭ海外
株式マザーファンドの株式部分に対する割合を用い
ております。  
ファンドおよびベンチマークの投資配分比率は、 
2019年の６月末の時価評価を用いて、ファクト
セットで算出しております。

△2.0％ 0.0％ 2.0％ 4.0％ 6.0％ 8.0％△4.0％△6.0％

エネルギー
素材
資本財

一般消費財
生活必需品
ヘルスケア

金融
情報技術

コミュニケーションサービス
公益事業
不動産

業種別投資配分比率（ファンド－ベンチマーク）

期末 北米

欧州・中東

アジア

△1.0％ △0.5％ 0.0％ 1.0％0.5％ 1.5％

期末

地域別投資配分比率（ファンド－ベンチマーク）

（注１） 個別銘柄のアクティブウェイトは、ＭＨＡＭ海外株式マザーファンドの株式に対する投資比率と、ベンチマークウェイトとの差を、2019
年の６月末の時価評価を用いて、ファクトセットで算出したものです。

（注２）国は法人登録国又は地域。

〔アクティブウェイト上位５銘柄〕
期末

順位 銘柄名 国・業種 アクティブウェイト
１ CSX Corporation アメリカ／運輸 3.4％
２ Worldpay, Inc. Class A アメリカ／ソフトウェア・サービス 2.4％
３ Boston Scientific Corporation アメリカ／ヘルスケア機器・サービス 2.4％
４ Elisa Oyj Class A フィンランド／電気通信サービス 2.2％
５ PUMA SE ドイツ／耐久消費財・アパレル 2.2％
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●ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド

●ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド

　日本を除く世界主要先進国の公社債に投資を行いました。ポートフォリオ全体の修正デュレーション
（金利感応度）は、ベンチマーク対比長めを維持しました。国別金利リスク配分は、米国を中心に豪州等
でもベンチマーク対比長めとしました。一方、期首ベンチマーク対比長めとしていたユーロ圏は３月以
降に短めとしました。債券の残存期間構成については、米国では、超長期ゾーンのオーバーウェイトを
10月に中立化し、11月にアンダーウェイトとするなど、フラット化を見込んだポジションから、ステ
ィープ化に備えたポジションとしました。非国債銘柄については豪州の州債などに選別的に投資しまし
た。債券組入比率は高位を維持しました。
　通貨別配分は、期首から10月まではベンチマーク対比で米ドルをアンダーウェイトとし、その後は
ユーロや英ポンドなどをアンダーウェイトとしました。オーバーウェイトした通貨は、メキシコペソ・
カナダドル・ポーランドズロチなど機動的に変更しました。
　なお、対円での為替ヘッジは行いませんでした。
　上記の通り運用を行った結果、基準価額は上昇しました。主な変動要因は以下の通りです。

（プラス要因）
・債券市場において、米国やユーロ圏などの債券利回りが低下したこと
・保有国債の利息収入

（マイナス要因）
・為替市場において、ユーロや米ドルなどが対円で下落したこと

　当マザーファンドは、わが国の短期公社債および短期金融商品を中心に投資を行い、わが国の無担保
コール翌日物金利を指数化した収益率を上回る運用成果を目指すファンドです。前回運用報告書に記載
した「今後の運用方針」に基づき、残存期間１年程度までの公社債を中心に組み入れました。当期間中
の債券の組入比率は90％程度を中心に推移させ、期末は94％程度としました。
　上記運用を行った結果、基準価額は概ね横ばいとなりました。日本銀行の強力な金融緩和政策により、
当ファンドの主な投資対象である短期公社債の利回りが概ねゼロ％の水準で推移したことが要因となり
ます。
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　当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基
準価額と参考指数の騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異について
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０

分配金
　当期の収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、下記のとおりといたしました。なお、
収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（％）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】

△3.0

2.0

0.0

1.0

△1.0

△2.0

第９期
（2018.７.３～ 2019.７.１）

（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

■分配原資の内訳（１万口当たり）
（注１）  「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨

てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金
（税引前）」の額が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、ファンドの
収益率とは異なります。

（注３）  「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控
除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充
当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立
金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

項目
当期

2018年７月３日
～2019年７月１日

当期分配金（税引前） 10円
対基準価額比率 0.055％
当期の収益 10円
当期の収益以外 －円

翌期繰越分配対象額 8,041円
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　当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基
準価額と参考指数の騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異について
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０

　当期の収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきまし
た。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

分配金

（％）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】

△2.0

2.0

0.0

1.0

△1.0

第19期
（2018.７.３～ 2019.７.１）

（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

■分配原資の内訳（１万口当たり）
（注１）  「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨

てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金
（税引前）」の額が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、ファンドの
収益率とは異なります。

（注３）  「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控
除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充
当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立
金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

項目
当期

2018年７月３日
～2019年７月１日

当期分配金（税引前） －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 5,503円
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　当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基
準価額と参考指数の騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異について
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０

　当期の収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきまし
た。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

分配金

（％）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】

△1.0

1.0

2.0

0.0

第19期
（2018.７.３～ 2019.７.１）

（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

■分配原資の内訳（１万口当たり）
（注１）  「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨

てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金
（税引前）」の額が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、ファンドの
収益率とは異なります。

（注３）  「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控
除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充
当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立
金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

項目
当期

2018年７月３日
～2019年７月１日

当期分配金（税引前） －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 4,537円
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　当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基
準価額と参考指数の騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異について
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０

　当期の収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきまし
た。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

分配金

（％）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】

△1.0

2.0

0.0

1.0

第19期
（2018.７.３～ 2019.７.１）

（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

■分配原資の内訳（１万口当たり）
（注１）  「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨

てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金
（税引前）」の額が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、ファンドの
収益率とは異なります。

（注３）  「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控
除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充
当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立
金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

項目
当期

2018年７月３日
～2019年７月１日

当期分配金（税引前） －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 2,751円
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　当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基
準価額と参考指数の騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異について
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム

　当期の収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきまし
た。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

分配金

（％）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】

△1.0

1.0

3.0

0.0

2.0

第19期
（2018.７.３～ 2019.７.１）

（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

■分配原資の内訳（１万口当たり）
（注１）  「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨

てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金
（税引前）」の額が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、ファンドの
収益率とは異なります。

（注３）  「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控
除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充
当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立
金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

項目
当期

2018年７月３日
～2019年７月１日

当期分配金（税引前） －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 2,338円
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今後の運用方針
●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０
　引き続き各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づき組み入れることにより、わが国およ
び海外の株式・公社債等に分散投資を行い、リスク低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目
指します。各マザーファンドの運用方針については後述する各マザーファンドの今後の運用方針をご覧
ください。

●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０
　引き続き各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づき組み入れることにより、わが国およ
び海外の株式・公社債等に分散投資を行い、リスク低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目
指します。各マザーファンドの運用方針については後述する各マザーファンドの今後の運用方針をご覧
ください。

●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０
　引き続き各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づき組み入れることにより、わが国およ
び海外の株式・公社債等に分散投資を行い、リスク低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目
指します。各マザーファンドの運用方針については後述する各マザーファンドの今後の運用方針をご覧
ください。

●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０
　引き続き各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づき組み入れることにより、わが国の株
式・公社債等に分散投資を行い、リスク低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
各マザーファンドの運用方針については後述する各マザーファンドの今後の運用方針をご覧ください。

●ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム
　引き続き各マザーファンド受益証券を基本資産配分比率に基づき組み入れることにより、わが国およ
び海外の株式・公社債等に分散投資を行い、リスク低減に努めつつ、信託財産の中・長期的な成長を目
指します。各マザーファンドの運用方針については後述する各マザーファンドの今後の運用方針をご覧
ください。
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●ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド
＜市況の見通し＞
　今後の国内株式市場の見通しは、貿易摩擦問題への懸念は引き続き留意が必要と考えますが、堅調な
米国景気などに支えられ、下値を固めた後は緩やかな上昇基調に転じると予想します。

＜今後の運用方針＞
　今後についても、目論見書の投資方針に則り、企業調査による利益成長性の分析及び株価バリュエー
ション分析等に基づき個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄
を選別して投資していくことで、ＴＯＰＩＸ対比での超過収益獲得に努めていきます。
　銘柄選択としては、ｅコマースを含めたスマホ向けネットサービスなどの拡大、人手不足に伴う自動
化や省力化・アウトソーシング需要の高まり、自動車の電装化・軽量化の進展、高速通信網の整備に伴
う設備投資及び技術の高度化、新興国経済の拡大、自己資本利益率（ＲＯＥ）向上や株主還元拡充など
に積極的な姿勢を有する銘柄などに選別投資する方針です。
　また、株式組入比率は高位を維持します。

●ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド
＜市況の見通し＞
　日銀による長短金利操作付き量的・質的金融緩和の効果から、金利は低位での推移が継続すると見込
みます。

＜今後の運用方針＞
　わが国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を図ることを目標に運用を行いま
す。
　金利戦略は、修正デュレーションの調整を適宜行い、残存期間別構成戦略として、利回り曲線上で割
安と判断する年限を厚めに保有します。
　種別構成・個別銘柄戦略は、スプレッド（国債と非国債との利回り格差）が安定的に推移すると見込
むことなどから、信用力が安定的で、且つ利回り面で妙味がある事業債を厚めに保有する方針です。
　また、債券組入比率は高位を維持します。

●ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド
＜市況の見通し＞
　海外株式市場は、米欧の金融政策や政治動向、景気の先行き不透明感などを背景に、短期的には各国
の市場ともに値動きの荒い相場動向となる可能性があります。しかしながら、米国を中心とした総じて
良好なグローバル景気や企業業績などを背景に、じり高の相場展開を想定します。

＜今後の運用方針＞
　当ファンドにおきましては、引き続き「ＭＳＣＩコクサイ指数（為替ノーヘッジ・円ベース）」を中・
長期的に上回る運用成果を目指し、個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的な投資魅力が高いと判
断される銘柄に投資する方針です。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。為替ヘッジは行
わない方針です。
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●ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド
＜市況の見通し＞
　世界的に景気・インフレの減速感が一段と強まる中、米国では、米中貿易問題や中東における地政学
リスクなどを巡る不透明感が高まっており、ＦＲＢの年内利下げを見込んでいます。こうした状況下、
債券市場では米国で早晩利下げが実施されると予想されることから、金利は短中期主導で低下し、イー
ルドカーブはスティープ化すると見込みます。欧州では景気・インフレの減速を背景に中銀が慎重姿勢
を一段と強めており、金利は低位での推移を見込みます。為替市場では、米国が本格的な利下げ局面に
あり、また外交面での米国の強硬姿勢がもたらす中長期的なドル安圧力が顕在化する可能性が高いと見
込まれ、米ドルの下落を予想します。また、英国のＥＵ離脱を巡る不透明感が一段と高まっていること
から、英ポンドの軟調推移を予想します。

＜今後の運用方針＞
　ポートフォリオ全体のデュレーションは、ベンチマーク対比長めを基本とします。通貨別配分につい
ては、米ドル・英ポンド・豪ドルをアンダーウェイトとし、メキシコペソ・スウェーデンクローナ・
ポーランドズロチをオーバーウェイトとしますが、局面に応じて機動的に選択します。
　債券組入比率は高位を維持します。また、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。

●ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド
＜市況の見通し＞
　引き続き無担保コール翌日物金利はマイナスの水準で推移すると考えます。
　日本銀行は、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続すると見込みます。同政策が継続する
間、当マザーファンドで投資する残存期間の短い債券の利回りは、引き続き低位の水準で推移すると考
えます。

＜今後の運用方針＞
　この見通しのもと、元本の安全性、流動性を勘案し、残存１年以内の短期公社債を中心に投資する方
針です。

■ 2018年11月１日付で、ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド（２０５０、２０４０、２０３０、
２０２０、インカム）が投資対象とする「ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド」の投資顧問会社を

「ロード・アベット社」から「アセットマネジメントOne U.S.A.・インク」に変更いたしました。当
社における運用調査体制が拡充された他、海外拠点を活用したグローバルな情報収集体制が構築され
たことから、ロード・アベット社との助言契約を解除し、当社海外拠点を助言元とする体制に変更す
るものであり、当ファンドの運用方針に沿った運用が維持できると判断しております。

お知らせ
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商 品 分 類

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０

追加型投信／内外／資産複合

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム

信 託 期 間
信託期間は2000年７月28日（ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０は2010年７月１日）か
ら無期限です。
なお、クローズド期間はありません。

運 用 方 針 主としてわが国および海外の株式・公社債等に分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ信託財
産の中・長期的な成長を目指します。

主要投資対象

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０

ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド受益証券、ＭＨＡＭ日本債券マザー
ファンド受益証券、ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド受益証券、ＭＨ
ＡＭ海外債券マザーファンド受益証券およびＭＨＡＭ短期金融資産マ
ザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム

ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。

ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。

ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。

ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象とします。

ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

運 用 方 法

ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０、２０４０、２０３０、２０２０には、それぞれ安定運
用開始時期が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的
に株式の組入の漸減と、公社債および短期金融商品の組入の漸増が行われることにより、株価等
の変動リスクを低減させる運用を目指します。
ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカムには安定運用開始時期が設定されていません。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分 配 方 針
毎期、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額を分配対象額の範囲として、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配
を決定します。

当ファンドの概要

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用しています。（ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビー
ファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。）

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド
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最小値

最大値
平均値

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

（％）

△40.0

△20.0

0.0
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40.0
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80.0

100.0

△14.3

+24.0

+41.9
+34.1 +37.2

+9.3
+19.3 +19.3

△4.0

△22.0 △17.5
△27.4

△12.3 △17.4

+2.0+9.7 +11.0 +7.3 +2.8 +1.4+5.7

＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、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（配当込み、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・ディバーシファイド（円ベース）

（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

（注１）  上記のグラフは2014年７月から2019年６月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分
取得したデータ）の平均・最大・最小を、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たものです。（グラフは、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。）なお、上記騰落率は直近の月末から60ヵ月さかのぼった算出結果であ
り、決算日に対応した数値とは異なります。  
※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。

（注２）  当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した年間騰落率とは異なる場合が
あります。

2014年７月～2019年６月

代表的な資産クラスとの騰落率の比較
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０
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最小値

最大値
平均値

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
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0.0
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△10.3

+19.7

+41.9
+34.1 +37.2

+9.3
+19.3 +19.3

△4.0

△22.0 △17.5
△27.4

△12.3 △17.4

+2.0+9.7 +11.0 +7.3 +2.8 +1.4+4.7

＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、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（配当込み、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・ディバーシファイド（円ベース）

（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

（注１）  上記のグラフは2014年７月から2019年６月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分
取得したデータ）の平均・最大・最小を、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たものです。（グラフは、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。）なお、上記騰落率は直近の月末から60ヵ月さかのぼった算出結果であ
り、決算日に対応した数値とは異なります。  
※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。

（注２）  当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した年間騰落率とは異なる場合が
あります。

2014年７月～2019年６月

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０
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最小値

最大値
平均値

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
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+34.1 +37.2

+9.3
+19.3 +19.3

△4.0

△22.0 △17.5
△27.4

△12.3 △17.4

+2.0+9.7 +11.0 +7.3 +2.8 +1.4+3.6

＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、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（配当込み、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・ディバーシファイド（円ベース）

（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

（注１）  上記のグラフは2014年７月から2019年６月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分
取得したデータ）の平均・最大・最小を、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たものです。（グラフは、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。）なお、上記騰落率は直近の月末から60ヵ月さかのぼった算出結果であ
り、決算日に対応した数値とは異なります。  
※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。

（注２）  当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した年間騰落率とは異なる場合が
あります。

2014年７月～2019年６月

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０
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最小値

最大値
平均値
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+1.9 +2.0+9.7 +11.0 +7.3 +2.8 +1.4

＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、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（配当込み、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・ディバーシファイド（円ベース）

（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

（注１）  上記のグラフは2014年７月から2019年６月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分
取得したデータ）の平均・最大・最小を、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たものです。（グラフは、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。）なお、上記騰落率は直近の月末から60ヵ月さかのぼった算出結果であ
り、決算日に対応した数値とは異なります。  
※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。

（注２）  当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した年間騰落率とは異なる場合が
あります。

2014年７月～2019年６月

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０
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＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
先進国株…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、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（配当込み、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・ディバーシファイド（円ベース）

（注）海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。

（注１）  上記のグラフは2014年７月から2019年６月の５年間における１年騰落率（毎月末時点における期間１年間の騰落率を５年（60ヵ月）分
取得したデータ）の平均・最大・最小を、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たものです。（グラフは、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。）なお、上記騰落率は直近の月末から60ヵ月さかのぼった算出結果であ
り、決算日に対応した数値とは異なります。  
※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。

（注２）  当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した年間騰落率とは異なる場合が
あります。

2014年７月～2019年６月

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム

最小値

最大値
平均値

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

（％）

△40.0

△20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

△2.5

+41.9

+9.3
+19.3 +19.3

△4.0

△22.0 △17.5
△27.4

△12.3 △17.4

+7.0

+34.1 +37.2

+2.1 +2.0+9.7 +11.0 +7.3 +2.8 +1.4
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◆組入ファンド等 （組入ファンド数：５ファンド）
当期末

2019年７月１日
ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド 41.3％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 22.3％
ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 22.1％
ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 9.8％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.0％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

日本円
100.0％

◆通貨別配分

日本
100.0％

◆国別配分

親投資信託受益証券
95.4％

その他
4.6％

◆資産別配分

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注２）その他は100％と配分比率の合計との差になります。

当ファンドのデータ

当ファンドの組入資産の内容（2019年７月１日現在）

純資産等

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０５０

（注）当期中における追加設定元本額は60,408,170円、同解約元本額は20,840,498円です。

項目 当期末
2019年７月１日

純資産総額 214,415,015円
受益権総口数 118,848,430口

１万口当たり基準価額 18,041円
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◆組入ファンド等 （組入ファンド数：５ファンド）
当期末

2019年７月１日
ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド 31.6％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 37.4％
ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 17.6％
ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 10.1％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.1％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

日本円
100.0％

◆通貨別配分

日本
100.0％

◆国別配分

親投資信託受益証券
96.7％

その他
3.3％

◆資産別配分

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注２）その他は100％と配分比率の合計との差になります。

当ファンドの組入資産の内容（2019年７月１日現在）

純資産等

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０４０

（注）当期中における追加設定元本額は241,132,689円、同解約元本額は160,361,924円です。

項目 当期末
2019年７月１日

純資産総額 1,730,778,565円
受益権総口数 1,411,249,365口

１万口当たり基準価額 12,264円
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◆組入ファンド等 （組入ファンド数：５ファンド）
当期末

2019年７月１日
ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド 21.6％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 52.5％
ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 12.0％
ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 10.1％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.3％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

日本円
100.0％

◆通貨別配分

日本
100.0％

◆国別配分

親投資信託受益証券
96.4％

その他
3.6％

◆資産別配分

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注２）その他は100％と配分比率の合計との差になります。

当ファンドの組入資産の内容（2019年７月１日現在）

純資産等

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０３０

（注）当期中における追加設定元本額は240,825,206円、同解約元本額は122,749,468円です。

項目 当期末
2019年７月１日

純資産総額 1,847,127,761円
受益権総口数 1,523,090,805口

１万口当たり基準価額 12,127円
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◆組入ファンド等 （組入ファンド数：３ファンド）
当期末

2019年７月１日
ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド 0.8％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 73.6％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.4％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

日本円
100.0％

◆通貨別配分

日本
100.0％

◆国別配分

親投資信託受益証券
74.8％

その他
25.2％

◆資産別配分

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注２）その他は100％と配分比率の合計との差になります。

当ファンドの組入資産の内容（2019年７月１日現在）

純資産等

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ２０２０

（注）当期中における追加設定元本額は155,744,654円、同解約元本額は125,484,634円です。

項目 当期末
2019年７月１日

純資産総額 1,442,591,438円
受益権総口数 1,301,812,549口

１万口当たり基準価額 11,081円
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◆組入ファンド等 （組入ファンド数：５ファンド）
当期末

2019年７月１日
ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド 10.3％
ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド 75.4％
ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド 5.7％
ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド 5.1％
ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド 0.4％

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

日本円
100.0％

◆通貨別配分

日本
100.0％

◆国別配分

親投資信託受益証券
96.9％

その他
3.1％

◆資産別配分

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注２）その他は100％と配分比率の合計との差になります。

当ファンドの組入資産の内容（2019年７月１日現在）

純資産等

 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション インカム

（注）当期中における追加設定元本額は69,430,437円、同解約元本額は42,215,574円です。

項目 当期末
2019年７月１日

純資産総額 561,634,787円
受益権総口数 469,831,306口

１万口当たり基準価額 11,954円
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［ＭＨＡＭ日本株式マザーファンド］（計算期間　2018年７月３日～2019年７月１日）

(円)

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）

12,000

14,000

13,000

15,000

16,000

17,000

18,000

◆基準価額の推移 ◆１万口当たりの費用明細
（計算期間：2018年７月３日～2019年７月１日） 項目 （2018年７月３日～2019年７月１日）

金額（円） 比率（％）
平均基準価額 14,743 －
（a） 売買委託手数料 21 0.143
  （株式） （21） （0.143）

合計 21 0.143

国内株式
96.6％

その他
3.4％

◆資産別配分

日本
100.0％

◆国別配分

日本円
100.0％

◆通貨別配分

（注１）  組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は当マザーファンドの直近の計算期間末のものです。
（注２）  １万口当たりの費用明細は当マザーファンドの直近の決算期のものです。費用の項目の概要については２頁をご参照ください。
（注３）  比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注４）  その他は100％と配分比率の合計との差になります。
（注５）  計算期間中の運用経過や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。

◆組入上位銘柄 （組入銘柄数：76銘柄）
順位 銘柄 業種 比率

%
1 ソニー 電気機器 3.1
2 日本電産 電気機器 2.5
3 武田薬品工業 医薬品 2.4
4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2.3
5 伊藤忠商事 卸売業 2.3
6 日立製作所 電気機器 2.2
7 三菱商事 卸売業 2.2
8 オリエンタルランド サービス業 2.2
9 三菱地所 不動産業 2.1
10 ダイキン工業 機械 2.1

組入ファンドの概要
 ＭＨＡＭライフ ナビゲーション ファンド
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［ＭＨＡＭ日本債券マザーファンド］（計算期間　2018年７月３日～2019年７月１日）

国内債券
98.8％

その他
1.2％

◆資産別配分

日本
100.0％

◆国別配分

日本円
100.0％

◆通貨別配分

(円)

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）

13,800

14,000

14,200

14,400

14,600

◆基準価額の推移 ◆１万口当たりの費用明細

◆組入上位銘柄 （組入銘柄数：53銘柄）
順位 銘柄 種別 利率 償還日 比率

% %
1 第386回　利付国債（２年） 国債 0.100 2020/03/15 6.1
2 第136回　利付国債（５年） 国債 0.100 2023/06/20 5.9
3 第150回　利付国債（20年） 国債 1.400 2034/09/20 5.7
4 第354回　利付国債（10年） 国債 0.100 2029/03/20 5.2
5 第129回　利付国債（５年） 国債 0.100 2021/09/20 5.2
6 第126回　利付国債（20年） 国債 2.000 2031/03/20 4.6
7 第384回　利付国債（２年） 国債 0.100 2020/01/15 4.5
8 第153回　利付国債（20年） 国債 1.300 2035/06/20 4.5
9 第351回　利付国債（10年） 国債 0.100 2028/06/20 4.0
10 第352回　利付国債（10年） 国債 0.100 2028/09/20 3.1

（注１）  組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は当マザーファンドの直近の計算期間末のものです。
（注２）  比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注３）  その他は100％と配分比率の合計との差になります。
（注４）  計算期間中の運用経過や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。

（計算期間：2018年７月３日～2019年７月１日） 　該当事項はありません。
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◆１万口当たりの費用明細
項目 （2018年７月３日～2019年７月１日）

金額（円） 比率（％）
平均基準価額 23,811 －
（a） 売買委託手数料 8 0.034
  （株式） （ 8） （0.034）

（b） 有価証券取引税 2 0.008
  （株式） （ 2） （0.008）

（c） その他費用 62 0.260
  （保管費用） （61） （0.258）
  （その他） （ 0） （0.002）

合計 72 0.302

その他
15.8％

ドイツ
8.5％

フランス
5.4％

イギリス
5.2％ アメリカ

65.1％

◆国別配分
その他
9.1％

米ドル
65.1％

日本円
5.4％

英ポンド
5.0％

ユーロ
15.4％

◆通貨別配分

外国株式
92.3％

その他
7.7％

◆資産別配分

順位 銘柄 業種 通貨 比率
％

１ MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 米ドル 4.3
２ CSX CORP 運輸 米ドル 3.3
３ WORLDPAY INC-CLASS A ソフトウェア・サービス 米ドル 2.4
４ BOSTON SCIENTIFIC CORP ヘルスケア機器・サービス 米ドル 2.3
５ MONDELEZ INTERNATIONAL INC 食品・飲料・タバコ 米ドル 2.2
６ ELISA OYJ 電気通信サービス ユーロ 2.1
７ PUMA SE 耐久消費財・アパレル ユーロ 2.0
８ THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 米ドル 2.0
９ UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 米ドル 1.8
10 ORACLE CORPORATION ソフトウェア・サービス 米ドル 1.8

◆組入上位銘柄 （組入銘柄数：76銘柄）

（注１）組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は当マザーファンドの直近の計算期間末のものです。
（注２）１万口当たりの費用明細は当マザーファンドの直近の決算期のものです。費用の項目の概要については２頁をご参照ください。
（注３）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注４）その他は100％と配分比率の合計との差になります。
（注５）計算期間中の運用経過や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。

(円)

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）

19,000
20,000
21,000
22,000
23,000

25,000
24,000

26,000

［ＭＨＡＭ海外株式マザーファンド］（計算期間　2018年７月３日～2019年７月１日）
◆基準価額の推移

（計算期間：2018年７月３日～2019年７月１日）
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［ＭＨＡＭ海外債券マザーファンド］（計算期間　2018年７月３日～2019年７月１日）

外国債券
98.6％

その他
1.4％

◆資産別配分

フランス
13.4％

アメリカ
45.2％

ドイツ
11.2％

スペイン
11.1％

イギリス
5.3％

その他
13.8％

◆国別配分

ユーロ
37.4％

その他
12.5％

英ポンド
5.3％ 米ドル

44.8％

◆通貨別配分

(円)

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）

24,500

25,000

26,000

25,500

26,500

27,000

◆基準価額の推移 ◆１万口当たりの費用明細

◆組入上位銘柄 （組入銘柄数：43銘柄）
順位 銘柄 種別 通貨 利率 償還日 比率

% %
1 UNITED　STATES 国債 米ドル 2.125 2024/03/31 8.1
2 UNITED　STATES 国債 米ドル 2.250 2027/11/15 7.4
3 UNITED　STATES 国債 米ドル 2.875 2028/05/15 6.1
4 UNITED　STATES 国債 米ドル 2.500 2023/08/15 5.7
5 UNITED　STATES 国債 米ドル 2.250 2025/11/15 4.7
6 UNITED　STATES 国債 米ドル 4.500 2036/02/15 4.0
7 UNITED　STATES 国債 米ドル 5.250 2028/11/15 3.7
8 SPAIN 国債 ユーロ 1.950 2026/04/30 3.7
9 UNITED　STATES 国債 米ドル 2.750 2042/11/15 3.2
10 FRANCE 国債 ユーロ 2.750 2027/10/25 3.2

（注１）  組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は当マザーファンドの直近の計算期間末のものです。
（注２）  １万口当たりの費用明細は当マザーファンドの直近の決算期のものです。費用の項目の概要については２頁をご参照ください。
（注３）  比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注４）  その他は100％と配分比率の合計との差になります。
（注５）  計算期間中の運用経過や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。

（計算期間：2018年７月３日～2019年７月１日）
項目

（2018年７月３日～2019年７月１日）
金額（円） 比率（％）

平均基準価額 25,888 －
（a） その他費用 17 0.066
  （保管費用） （17） （0.066）
  （その他） （ 0） （0.000）

合計 17 0.066
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［ＭＨＡＭ短期金融資産マザーファンド］（計算期間　2018年７月３日～2019年７月１日）

国内債券
93.8％

その他
6.2％

◆資産別配分

日本
100.0％

◆国別配分

日本円
100.0％

◆通貨別配分

(円)

第18期末
（2018.７.２）

第19期末
（2019.７.１）

10,216

10,220

10,226

10,218

10,224
10,222

10,228
10,230

◆基準価額の推移 ◆１万口当たりの費用明細

◆組入上位銘柄 （組入銘柄数：15銘柄）
順位 銘柄 種別 利率 償還日 比率

% %
1 平成21年度第６回　千葉県公募公債 地方債 1.41 2019/09/25 11.0
2 平成21年度第２回　北九州市公募公債 地方債 1.36 2019/12/24 8.7
3 平成21年度第10回　愛知県公募公債（10年） 地方債 1.38 2019/10/30 7.8
4 平成21年度第１回　福井県公募公債 地方債 1.34 2019/12/25 7.7
5 第42回　川崎市公募公債（５年） 地方債 0.101 2019/12/20 7.4
6 平成21年度第１回　徳島県公募公債 地方債 1.55 2019/11/29 7.0
7 平成21年度第５回　京都市公募公債 地方債 1.45 2020/02/25 6.9
8 平成26年度第３回　京都市公募公債 地方債 0.184 2019/09/26 5.8
9 第41回　川崎市公募公債（５年） 地方債 0.163 2019/09/20 5.7
10 い第777号　農林債 金融債 0.25 2020/02/27 5.5

（注１）  組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は当マザーファンドの直近の計算期間末のものです。
（注２）  比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分についてはポートフォリオの合計（除く現金）に対する割合です。
（注３）  その他は100％と配分比率の合計との差になります。
（注４）  計算期間中の運用経過や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。

（計算期間：2018年７月３日～2019年７月１日） 　該当事項はありません。
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＜当ファンドが組み入れているマザーファンドのベンチマークについて＞
●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
　「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同
指数は、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・ノウハウおよび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、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因する
いかなる損害に対しても、責任を有しません。
※東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は配当を除いた指数です。

●ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
　「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」とは、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために開発し
た経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。
　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利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、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

●ＭＳＣＩコクサイ指数（為替ノーヘッジ・円ベース）
　「ＭＳＣＩコクサイ指数（為替ノーヘッジ・円ベース）」とは、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主
要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利
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および公表を停止する権利を有し
ています。

●ＦＴＳＥ世界国債指数（除く日本、為替ノーヘッジ・円ベース）
　「ＦＴＳＥ世界国債指数（除く日本、為替ノーヘッジ・円ベース）」は、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣにより運
営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率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。ＦＴＳＥ　
Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行ってお
りません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、当
該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権等の知的財産その他一切の権利はＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣに帰属します。

●無担保コール翌日物累積指数
　「無担保コール翌日物累積指数」とは、委託会社において、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を算出し、指数
化したものをいいます。
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＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
●「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同

指数は、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
るすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。

●「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」は、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数
を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は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および公表を停止する権利を有しています。

●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、
各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は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および公表を停止する権利を有しています。

●「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債」は、野村證券株式会社が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ために開発した
投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利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、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

●「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）」は、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣにより運営され、日本を除く
世界主要国の国債の総合収益率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。

●「ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイド」は、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公
表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その
他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利
および公表を停止する権利を有しています。
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