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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

交付運用報告書 
 

148013S 

第204期 (決算日 2014年12月17日) 
第205期 (決算日 2015年 1月19日) 
第206期 (決算日 2015年 2月17日) 
第207期 (決算日 2015年 3月17日) 
第208期 (決算日 2015年 4月17日) 
第209期 (決算日 2015年 5月18日) 

追加型投信／内外／債券 

グローバル・ソブリン・オープン 

(毎月決算型) 
作成対象期間：2014年11月18日～2015年5月18日 

●当ファンドは､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います｡運用報告書(全
体版)は､右記ホームページの｢基準価額一覧｣より当ファ
ンドの名称を選択し､ファンドの詳細ページの｢運用報告
書(全体版)｣を選択することにより､閲覧およびダウンロ
ードすることができます｡ 

●運用報告書(全体版)は､受益者からご請求いただいた場合
には交付いたします｡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｡ 

＜受益者のみなさまへ＞ 
 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ
ます｡ 
 さて､このたび｢グローバル・ソブリン・オー
プン(毎月決算型)｣は､第209期の決算を行いま
した｡ 
 当ファンドは､世界主要先進国の､信用力の
高いソブリン債券を実質的な主要投資対象と
して､国際分散投資を行い､安定的な利子収入
の確保と､金利・為替見通しに基づく運用戦略
により､高水準かつ安定的なインカムゲインの
確保とともに信託財産の成長をはかることを
目的として運用を行います｡当作成対象期間に
つきましてもそれに沿った運用を行いました｡
ここに､その運用状況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｡ 

 
第209期末 (2015年5月18日) 

基 準 価 額 5,805円

純 資 産 総 額 978,905百万円

第204期～第209期 

(2014年11月18日～2015年5月18日) 

騰 落 率 ＋1.4％

分配金合計(税込み) 120円
 
(注1)基準価額､分配金は1万口当たりです｡以下､本報告書において同じ｡

(注2)騰落率は､収益分配金(税込み)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｡ 

本報告書に関するお問い合わせ先は､以下の通りです｡ 
フリーダイヤル 

  0120-759318
受付時間は営業日の午前9時～午後5時 

 

 
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 

ホームページ http://www.kokusai-am.co.jp 

グロソブ専用
ダイヤル 

国際投信投資顧問株式会社は2015年7月1日に三菱ＵＦＪ
投信株式会社と合併し､｢三菱ＵＦＪ国際投信株式会社｣と
なる予定です｡ 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

ファンドマネージャーのコメント 
 
 おかげさまで､当ファンドは2015年5月18日に第209期の決算を行いました｡ここに作成対象期間の運用状
況をご報告申し上げます｡ 
 
■運用のポイント 
それでは､作成対象期間の運用で主眼に置いたポイントをご説明させていただきます｡ 

 
➢米国の組入比率を増やしました 
・2015年内の利上げが見込まれる米国の組入比率を41％程度まで引き上げ､ベンチマークに対して多めと
しました｡一方で､追加の金融緩和が見込まれたユーロ圏や日本はベンチマークに対して少なめとしまし
た｡ユーロについては､ユーロ売り､円買いの為替ヘッジも一部行いました｡ 

 
➢保有債券の年限を長めとしました 
・ユーロ圏や日本では､中短期債から長期債への入れ替えを実施しました｡保有債券の年限を長めにするな
ど､ポートフォリオの利回り改善に努めました｡ 

・ユーロ圏において､ドイツ国債より相対的に利回りが高いアイルランド国債の組み入れを開始しました｡ 
 
 作成対象期間は､①米国景気への回復期待や日銀の追加の金融緩和策などを背景に円安が進行したこと､
②ユーロ圏や日本で保有している長期債の利回りが大幅に低下(価格は上昇)したことなどから､課税前分
配金合計(120円)考慮後の基準価額変化はプラス80円となりました｡ 
 
■投資環境見通しと今後の運用方針 
 米国経済は､天候などの一時的な要因やシェール関連投資の縮小などを受けて 
2015年に入り回復ペースを緩めたものの､今後は消費主導で回復するとみています｡ 
また､金融緩和効果から日本やユーロ圏の経済も回復基調にあり､先進主要国が揃
って景気回復に向かうと思われます｡ 
 景気回復局面では総じて金利が上昇(価格が下落)する傾向があるものの､内外金
利差の拡大が円安につながることで､基準価額にプラスに働くと期待しています｡ 
 
 当ファンドの運用においては､米国の組入比率を多めとすることで米ドル上昇
による収益の獲得を目指すとともに､ユーロ圏や日本の保有債券を長めとするこ
とで利回り低下(価格は上昇)にも備えたポートフォリオとする方針です｡ 債券運用部長 

ファンドマネージャー
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

１ 運用経過 

 
１ 基準価額等の推移について (作成対象期間：2014年11月18日～2015年5月18日) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第204期首：5,845円 
第209期末：5,805円(既払分配金120円(税込み)) 
騰 落 率     ：＋1.4％(分配金再投資ベース) 

(注)騰落率は､収益分配金(税込み)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。 

当ファンドはシティ世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)(出所：Bloomberg)をベンチマークとします｡詳しくは､後記
｢本報告書で使用している指数について｣をご参照ください｡ 
※ 分配金再投資基準価額は､収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので､ファンドの運用の実質的なパフォーマン

スを示すものです｡ 
※ 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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るため､お客

さまの損益の状況を示すものではありません｡ 
※ 分配金再投資基準価額およびベンチマークは､第204期首の基準価額の値と等しくして指数化したものです｡ 
※ ベンチマークは基準価額との関連を考慮して､現地前営業日の数値を用いています｡ 

 
２ 基準価額の主な変動要因 (作成対象期間：2014年11月18日～2015年5月18日) 
 

➢債券要因(債券の利息や価格変動に起因するもの) 
 
 
 

➢為替要因(為替変動に起因するもの) 
 
 

当ファンドの作成対象期間中の騰落率は
プラス1.4％となりました｡ 

主要な投資先の債券価格が上昇(利回りは低下)したことや債券の利息収入などが､基準価額の上昇
に寄与しました｡ 

米ドルや英ポンドなどの投資先通貨が円に対して上昇(円安)したことなどが､基準価額の上昇に寄
与しました｡ 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

 
３ 1万口当たりの費用明細 

 
第204期～第209期 
(2014/11/18～2015/5/18) 項    目 

金  額 比  率
項目の概要 

    円 ％ (a)信託報酬＝作成対象期間の平均基準価額× 
作成対象期間の日数

信託報酬率× 
年間日数 

(a)  信 託 報 酬  40  0.671 
作成対象期間の平均基準価額は
5,899円です。 

 (投 信 会 社) (24)  (0.411) 
・当ファンドの運用、受託会社への運用指図、

目論見書等の作成等の対価 

 (販 売 会 社) (14)  (0.233) 
・交付運用報告書等各種書類の送付､顧客口座の
管理、購入後の情報提供等の対価 

 (受 託 会 社) (2)  (0.027) 
・当ファンドの財産の保管および管理、投信会

社からの運用指図の実行等の対価 
作成対象期間のその他費用 

(b)  そ の 他 費 用  0  0.006 (b)その他費用＝
作成対象期間の平均受益権口数

 (保 管 費 用) (0)  (0.005) 
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保

管機関に支払われる費用等 
 (監 査 費 用) (0)  (0.001) ・監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等

 合    計   40  0.679  
(注1)作成対象期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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。 

(注2)消費税は作成対象期間末の税率を採用しています。 

(注3)各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。 

(注4)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5)各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成対象期間の平均基準価額（各月末の単純平均）で除して100を乗

じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。 

(注6)単位未満は0と表示しています。 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

 
４ 近5年間の基準価額等の推移について (2010年5月17日～2015年5月18日) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当ファンドはシティ世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)(出所：Bloomberg)をベンチマークとします｡詳しくは､後記
｢本報告書で使用している指数について｣をご参照ください｡ 
※ 分配金再投資基準価額は､収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので､ファンドの運用の実質的なパフォーマン

スを示すものです｡ 

※ 分配金を再投資するかどうかについてはお客さま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るため､お客

さまの損益の状況を示すものではありません｡ 

※ 分配金再投資基準価額およびベンチマークは､2010年5月17日の基準価額の値と等しくして指数化したものです｡ 

※ ベンチマークは基準価額との関連を考慮して､現地前営業日の数値を用いています｡ 

 
  2010年5月17日

期初 

2011年5月17日

決算日 

2012年5月17日

決算日 

2013年5月17日 

決算日 

2014年5月19日 

決算日 

2015年5月18日

決算日 

基準価額 (円) 5,835 5,263 4,831 5,777 5,343 5,805

期間分配金合計(税込み) (円) － 420 420 420 345 240

分配金再投資基準価額騰落率 (％) － -2.6 -0.1 29.9 -1.3 13.4

ベンチマーク騰落率 (％) － -1.8 2.4 23.2 4.3 10.7

純資産総額 (百万円) 3,656,611 2,557,604 1,659,376 1,589,436 1,144,811 978,905
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

 
５ 投資環境について (作成対象期間：2014年11月18日～2015年5月18日) 
 

➢債券市場の動向 米国､ドイツ､日本の10年国債利回りは低下しました｡ 
 

■債券市場の推移(米国､欧州および日本の市場) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 米国およびドイツの10年国債利回りは、現地前営業日の数値

を用いています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢為替市場の動向 米ドルは円に対して上昇しました｡ユーロは円に対して下落しました｡ 
 

■為替市場の推移(米ドルおよびユーロ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●米国では､雇用環境の改善などを受けて2015年
内の利上げ観測が高まっているものの､低イン
フレが継続していることなどから､米国10年国
債利回りは低下(価格は上昇)しました｡ 

●ユーロ圏では､欧州中央銀行(ECB)が2015年１
月に市場予想を上回る規模の量的金融緩和策
の導入を発表し､3月から域内の国債などの買
い取りを始めたことなどから､ドイツ10年国債
利回りは低下(価格は上昇)しました｡なお､4月
末頃には流動性低下懸念などから､一時ドイツ
10年国債利回りは上昇する局面もありました｡

●日本では､日銀による国債の買い入れが続いて
いることなどから､日本10年国債利回りは低下
(価格は上昇)しました｡ 

●米ドルは､日銀の質的・量的金融緩和政策の長期
化が見込まれるなか､米連邦準備理事会(FRB)が､
2015年内にも利上げを開始するとの見通しが強
まったことなどから､円に対して上昇(円安)しま
した｡ 

●ユーロは､ECBが市場予想を上回る規模の量的金
融緩和策の導入を発表したことなどから､円に対
して下落(円高)しました｡ 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

 
６ ポートフォリオについて (作成対象期間：2014年11月18日～2015年5月18日) 
 

➢グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 
 
 

➢グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 

 
 
 

通貨戦略(国別配分) 米国の組入比率を引き上げた一方で､ユーロ圏の組入比率を引き下げました｡ 
 
 
 
 

債券戦略 アイルランドの組み入れを開始しました｡ 

 
 
 
 
 
 
 

ポートフォリオ状況(2014年11月17日現在) ポートフォリオ状況(2015年5月18日現在) 
 

 マザーファンド ベンチマーク   マザーファンド ベンチマーク
平均終利 1.74％ －  平均終利 1.67％ － 
平均直利 4.20％ －  平均直利 4.24％ － 
デュレーション 6.9 7.0  デュレーション 7.1 7.3 

＊デュレーションとは： 
金利が変動したときの債券価格の変動性を示すもので､債券に投資した場合の平均投資回収年限を表す指標でもあります｡ 
例えば､デュレーションの値が｢5｣の債券は､金利が1％上昇(低下)すると債券価格がおおよそ5％下落(上昇)します｡(他の価格変動要
因がないと仮定した場合の例です｡) 
一般に､満期までの残存期間が長い債券や利率が低い債券ほど､デュレーションの値が大きく､金利変動に対する債券価格の変動が大き
くなる傾向があります｡ 

●ユーロ圏において､ドイツ国債より相対的に利回りが高いアイルランド国債の組み入れを開始し
ました｡ 

●ユーロ圏や日本において､金融緩和政策の長期化が見込まれたことなどから､中短期債から長期
債への入れ替えを実施し､保有債券の年限を長めにしました｡ 

●デュレーション(金利感応度)は､ベンチマークに対して短めから一時長めに変更しました｡その
後､ベンチマークに対して短めとしました｡ 

世界主要先進国の国債､政府機関債等に加えカナダ､オーストラリアなどの州政府債を主要投資対
象とし､信用格付けが高い(原則としてＡ格以上)債券を高位に組み入れました｡ 

2015年内の利上げが見込まれる米国の組入比率をベンチマークに対して多めとしました｡一方で､
追加の金融緩和が見込まれたユーロ圏や日本の組入比率をベンチマークに対して少なめとしまし
た｡ユーロについては､ユーロ売り､円買いの為替ヘッジも一部行いました｡ 

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ちました｡ 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

 
７ ベンチマークとの差異について (作成対象期間：2014年11月18日～2015年5月18日) 
 
 
 
 
 

基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注1)ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額を基に計算したものです。 

(注2)ベンチマークについては、後記「本報告書で使用している指数について」をご参照ください。 

 
８ 分配金について 
 
 
 
 
 

分配原資の内訳 (1万口当たり、税込み) 
 

 
第204期 

2014年11月18日～ 
 2014年12月17日 

第205期 
2014年12月18日～
 2015年 1月19日

第206期 
2015年1月20日～
 2015年2月17日

第207期 
2015年2月18日～
 2015年3月17日

第208期 
2015年3月18日～ 
 2015年4月17日 

第209期 
2015年4月18日～
 2015年5月18日

当期分配金   20円   20円   20円   20円   20円   20円 
(対基準価額比率) 0.339％ 0.340％ 0.342％ 0.341％ 0.341％ 0.343％ 

 当期の収益   17円   14円   12円   15円   15円   13円 
 当期の収益以外   3円   6円   8円   5円   5円   7円 
翌期繰越分配対象額  251円  246円  238円  235円  230円  224円 

(注1)｢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・繰越欠損金補てん後の有価証券売買等損益（評価益を含む）｣から分配に充

当した金額です。また、｢当期の収益以外｣は｢収益調整金｣および｢分配準備積立金｣から分配に充当した金額です。 

(注2)対基準価額比率は当期分配金(税込み)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)当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。 

円に対して上昇(円安)した米ドルの保有を多めにしていた一方で､円に対して下落(円高)したユーロ
の保有を少なめにしていたことなどから､当ファンドの作成対象期間中の騰落率は､ベンチマークに
対して0.7％上回りました｡ 

分配については､基準価額水準・市況動向等を勘案して､利子・配当収入を中心に分配金額を決定し
ます｡第204期から第209期の１万口当たり分配金(税込み)はそれぞれ20円とさせていただきました｡なお､
分配金に充てなかった留保益については､特に制限を設けず､運用の基本方針に則した運用を行います｡
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

２ 今後の運用方針 
 
➢グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 
 
 
 

➢グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ お知らせ 
 
投資信託及び投資法人に関する法律等の改正に伴い､2014年12月1日以降に作成期日(作成基準日となるファ
ンドの決算日)を迎える運用報告書については､運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項を記載した
｢交付運用報告書｣(本報告書)と｢運用報告書(全体版)｣に二段階化されることになりました｡ 
｢交付運用報告書｣(本報告書)は作成の都度､従来の運用報告書と同様に販売会社を通じて受益者のみなさま
にお届けいたします｡｢運用報告書(全体版)｣は弊社のホームページでご覧いただけますが､ご請求いただい
た場合には交付いたします｡詳しくは､販売会社までお問い合わせください｡ 
 
■約款変更について (作成対象期間：2014年11月18日～2015年5月18日) 

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 
●｢運用報告書(全体版)｣について電磁的方法により提供するための､所要の約款変更を2014年12月1日
に行いました｡ 

●デリバティブ取引等に係る投資制限を規定するための､所要の約款変更を2014年12月1日に行いました｡ 
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 
●デリバティブ取引等に係る投資制限を規定するための､所要の約款変更を2014年12月1日に行いました｡ 

引き続き､グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ち運用を
行っていく方針です｡ 

●通貨戦略(国別配分)では､ファンダメンタルズが良好で通貨高が想定される米国の組入比率をベン
チマークに対して多めを維持する方針です｡主要国の通貨に対して短期的には通貨の調整局面も想
定されるユーロ圏については､ベンチマークに対して少なめを維持する方針です｡ 

●債券戦略では､金融緩和の長期化が見込まれるユーロ圏や日本について保有債券の年限を長めとす
る方針です｡特にユーロ圏では､ドイツ国債に比べて相対的に利回りが高いアイルランド国債などを
多めに保有する方針です｡ 

●為替市場の急激な変動に応じ､一時的に対円で為替ヘッジを行う場合があります｡ 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

４ 当ファンドの概要 
 
商 品 分 類 追加型投信／内外／債券 

信 託 期 間 無期限(1997年12月18日設定) 

運 用 方 針 
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかる
ことを目的として運用を行います。 

当 フ ァ ン ド グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券 
主 要 投 資 対 象 

マザーファンド 世界主要先進国の国債、政府機関債等（Ａ格以上のもの） 

運 用 方 法 
・世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。 
・安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。 

当 フ ァ ン ド 
・マザーファンドへの投資は、制限を設けません。 
・外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。 主 な 投 資 制 限 

マザーファンド 外貨建資産への投資は、制限を設けません。 

分 配 方 針 
毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い､収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲
は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます｡)等の全額とします。基準価額水準・市況動向等を勘
案して､利子・配当収入を中心に分配金額を決定します｡ 

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビー

ファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

５ 当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 全ての代表的な資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません｡ 

※ 上記において年間騰落率とは､各月末における直近1年間の騰落率をいいます｡ 

※ 当ファンドの年間騰落率は､収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり､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｡ 

※ 上記は､当ファンドおよび代表的な資産クラスについて､2010年5月から2015年4月の5年間の年間騰落率の平均・ 大・ 小を表示したもの

です｡ 

※ 上記の年間騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり､当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります｡ 

 
＜代表的な資産クラスの指数＞ 
日本株 ： TOPIX®配当込み指数 
先進国株： MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み､円換算) 
新興国株： MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み､円換算) 
日本国債： NOMURA-BPI国債 
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) 
新興国債： J.P.モルガンGBI-EMブロード(円ベース) 
 
(注) 海外の指数は､為替ヘッジを行わない投資を想定して､円ベースまたは国際投信投資顧問が円換算した指数を採用しています｡各指数の詳細

は後記｢本報告書で使用している指数について｣をご参照ください｡ 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

６ ファンドのデータ 
 
１ 当ファンドの組入資産の内容 
 

(2015年5月18日現在) 

●組入ファンド等 
 (組入銘柄数：1銘柄) 

 

 
第209期末 

2015年5月18日

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 99.7％

その他 0.3％

(注) 比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。 

 
●資産別配分 ●国別配分 ●通貨別配分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。 

 

２ 純資産等 
 

項     目 
第204期末 

2014年12月17日 

第205期末 

2015年1月19日

第206期末 

2015年2月17日

第207期末 

2015年3月17日

第208期末 

2015年4月17日 

第209期末 

2015年5月18日

純資産総額 1,070,020,246,014円 1,052,347,412,824円 1,029,266,770,818円 1,015,761,295,378円 999,797,905,521円 978,905,004,822円

受益権総口数 1,817,421,400,617口 1,793,538,382,407口 1,768,010,724,590口 1,738,184,572,733口 1,710,633,761,301口 1,686,228,749,898口

1万口当たり基準価額 5,888円 5,867円 5,822円 5,844円 5,845円 5,805円

(注) 当作成対象期間(第204期～第209期)中における追加設定元本額は15,649,584,962円、同解約元本額は192,810,298,268円です。 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

 
３ 組入上位ファンドの概要 
 

■グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド 
 

●基準価額の推移 (2014年11月18日～2015年5月18日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※当マザーファンドはシティ世界国債インデックス(円ベース､日本
を含む)(出所：Bloomberg)をベンチマークとします。詳しくは、
後記「本報告書で使用している指数について」をご参照ください。 

※ベンチマークは2014年11月17日の基準価額の値と等しくして指数
化したものです。 

※ベンチマークは基準価額との関連を考慮して、現地前営業日の数
値を用いています。 

●組入上位10銘柄 (2015年5月18日現在) 

(組入銘柄数：147銘柄) 
 

国／地域 種類 銘柄名 比率(％)

1 アメリカ 国債 US TREASURY BOND 4.2 

2 ベルギー 国債 BELGIUM KINGDOM 3.2 

3 アメリカ 国債 US TREASURY BOND 3.0 

4 アメリカ 国債 US TREASURY NOTE 2.4 

5 アメリカ 国債 US TREASURY NOTE 2.4 

6 イギリス：国際機関 特殊債 EUROPEAN INVT BK 2.2 

7 アメリカ 国債 US TREASURY BOND 2.1 

8 アメリカ 国債 US TREASURY BOND 2.1 

9 アメリカ 国債 US TREASURY BOND 2.0 

10 アメリカ 国債 US TREASURY BOND 2.0 

(注1)比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合(未収利息等を
含みます。)です。 

(注2)組    入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書(全体
版)でご覧いただけます。 

 
●資産別配分 ●国別配分 ●通貨別配分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注1) 比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合(未収利息等を含みます。)です。 
(注2) 通貨別配分のグラフの値は為替ヘッジ考慮後の割合です。 
(注3) 資産別・国別・通貨別配分のデータは2015年5月18日現在のものです。 

 
●1万口当たりの費用明細 (2014年11月18日～2015年5月18日) 
 

項    目 金  額 比  率 

(a)  そ の 他 費 用 1円 0.005％

 (保 管 費 用) (1)  (0.005) 

 合    計 1  0.005 

※ マザーファンドの期間中の平均基準価額は20,436円です。 

(注1)期間中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追
加・解約により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。 

(注2)各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。 
(注3)各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)

を期間中の平均基準価額(各月末の単純平均)で除して100を乗じた
もので、項目ごとに少数第3位未満は四捨五入しています。 

(注4)費用の項目の概要は、3ページの「項目の概要」をご覧ください。 
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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 

 
 

＜当ファンドのベンチマーク＞ 

●シティ世界国債インデックス(円ベース､日本を含む) 
シティ世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)は､Citigroup Index LLCにより開発､算出および公表されている債券インデックスで､
1984年12月末を100とする世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し､指数化したものです｡ 

 

＜当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較に用いた指数＞ 

●TOPIX®配当込み指数 
TOPIX®配当込み指数は､東京証券取引所市場第一部に上場している全ての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした株価指数であり､配当
を考慮して算出しています｡TOPIX®配当込み指数は､(株)東京証券取引所およびそのグループ会社(以下､｢東証等｣という｡)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・ノウハウは東証等が所有しています｡なお､当ファンドは､東証等により提
供､保証又は販売されるものではなく､東証等は､当ファンドの発行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｡ 

●MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み､円換算) 

●MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み､円換算) 
MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み､円換算)は､MSCIコクサイ・インデックス(税引き後配当込み､米ドルベース)を国際投信投資
顧問が円換算したものであり､日本を除く世界主要先進国の大型・中型株式を対象とし､税引き後の配当を考慮した株価指数です(出所：
MSCI)｡ 

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当込み､円換算)は､MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引き後配当
込み､米ドルベース)を国際投信投資顧問が円換算したものであり､世界主要新興国の大型・中型株式を対象とし､税引き後の配当を考慮した株
価指数です(出所：MSCI)｡ 

ここに掲載される全ての情報は､信頼の置ける情報源から得たものでありますが､その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するものではあ
りません｡またその著作権はMSCIに帰属しており､その許諾なしにコピーを含め電子的､機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い､また
はあらゆる情報保存､検索システムを用いて出版物､資料､データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています｡ 

●NOMURA-BPI国債 
NOMURA-BPI国債は､日本で発行されている公募の固定利付国債を対象とした債券指数です｡｢NOMURA-BPI国債｣は､野村證券株式会社が公表
している指数で､そ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､対象インデックスの正確性､完全性､信頼性を保
証するものではなく､対象インデックスを用いて行われる国際投信投資顧問の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません｡ 

●シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース) 
シティ世界国債インデックス(除く日本､円ベース)は､Citigroup Index LLCにより開発､算出および公表されている債券インデックスで､1984年
12月末を100とする日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し､指数化したものです｡ 

●J.P.モルガンGBI-EMブロード(円ベース) 
J.P.モルガンGBI-EMブロード(円ベース)は､新興国政府が発行する現地通貨建て国債を対象とした債券指数です｡情報は､信頼性があると信じ
られる情報源から取得したものですが､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 2015, J.P. Morgan 
Chase ＆ Co. All rights reserved. 
 

本報告書で使用している指数について


