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（この書面は、金融商品取引法第 37条の 3の規定によりお渡しするものです。） 

この書面および目論見書の内容を十分にお読みください。 

この書面および目論見書は、ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております。

投資者の皆様がお取引される際には、あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点がございま

したら、お取引開始前にお取扱店にご確認ください。 

ファンド名 ティー・ロウ・プライス・ライフプラン・インカム・ファンド 

手数料など 

諸費用について 

■申込時に直接ご負担いただく費用 

・申込手数料： 

お申込金額の 3.24％（注 1）（税抜 3.00％）を上 限に、お申込口数に応じて

以下の逓減料率を採用しております。 

お申込口数 お申込手数料率 

10万口未満 3.24％（注 1）（税抜 3.00％） 

10万口以上 100万口未満 2.16％（注 1）（税抜 2.00％） 

100万口以上 1.08％（注 1）（税抜 1.00％） 

（注１）消費税率は、2019年 10月 1日より 10％に引き上げられる見込みです。

引上げ後の税率による場合、税込のお申込手数料率は、それぞれ、3.30％

（10 万口未満）、2.20％（10 万口以上 100 万口未満）、1.10％（100 万

口以上）となります。 

お申込手数料は、ご購入金額（お申込口数×1口当たり純資産価格）に、 

お申込手数料率を乗じて、次のように計算されます。 

お申込手数料（税込）＝お申込口数×1口当たり純資産価格×お申込手数

料率（税込） 

例えば、1口当たり純資産価格 10.00米ドルで 1,000口ご購入いただく場合

は、お申込手数料（税込）＝1,000口×10.00米ドル×3.24％（注 2）＝324.00

米ドル （注 2）となり、合計 10,324.00米ドル （注 2）をお支払いいただくことに

なります。 

（注２）消費税率が 10％になった場合には、お申込手数料率（税込）は 3.30％、

お申込手数料（税込）は 330.00 米ドル、お支払いいただく合計額は

10,330.00米ドルとなります。 

※別に定める場合はこの限りではありません。 

■換金時に直接ご負担いただく費用 

・換金（買戻し）手数料：ありません 

※外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて 

外貨建投資信託の場合は、売買、償還等にあたり、円貨と外貨、または、異

なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定

した為替レートによるものとします。 

※交付目論見書もあわせてご覧ください。 

  ※この書面は、交付目論見書の一部を構成するものではなく、この書面の情報は、交付目論見書 
 の記載情報ではありません。 
※この書面の情報の作成主体はＳＭＢＣ日興証券株式会社であり、作成責任はＳＭＢＣ日興証券 
株式会社にあります。      1/2 この書面は 2頁からなります 

（2018.12） 
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受渡日 
お申込、ご換金とも、国内約定日（通常、申込日の日本における翌営業日）から起算して、日本におけ

る４営業日目となります。 

 

ファンドに係る金融商

品取引契約の概要 

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 

当社が行う金融商品取

引業の内容及び方法の

概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28条第 1項の規定に基づく第一種金融商品取引業

であり、当社においてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。 

・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となり、当社とお客様との間の有価

証券の取引、サービス等に関する権利義務関係を規定した証券取引約款に基づいて行われます。 

・外国投資信託証券の場合は、外国証券取引口座の開設が必要になります。 

・分配金再投資コースの場合は、累積投資口の開設が必要になります。 

・お取引のご注文に係る代金については、当社所定の日までにお預けいただきます。 

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書を原則と

して郵送又は電子交付による方法により、お客様にお渡しいたします。 

会社の概要 

（2018年 11月現在） 

商号等 

登録番号 

本店所在地 

加入協会 

 

 

指定紛争解決機関 

資本金 

主な事業 

設立年月  

連絡先 

 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251号 

〒100-8325 東京都千代田区丸の内 3-3-1 

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 

一般社団法人金融先物取引業協会、 

一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

100億円 

金融商品取引業 

2009年 6月 

＜口座をお持ちのお客様＞ 

0120-125-111 

（平日 8:00～18:00/土・日 9:00～17:00 ※祝日・年末年始を除く） 

＜口座をお持ちでないお客様＞ 

0120-550-250 

（平日 9:00～18:00/土・日 9:00～17:00 ※祝日・年末年始を除く） 

この資料は、2018年 11月末日現在の法令等に基づき作成しておりますので、今後の法令等の改正により、内容が変更になる場合

があります。 

 

[ご留意点] 

・本ファンドは、お申込みされる方の国籍、居住地等により取得の制限が設けられています。取得制限の対象に該当する場合、 

お申込みを行うことができません。取得制限の対象に該当するお客様がファンドの保有者となっている場合、当該お客様に 

対して将来的に強制買戻しが行われる可能性がございます。詳しくは目論見書でご確認ください。 

・外貨建て投資信託の場合、分配金・償還金は、変更のお申し出のない限り、あらかじめご指定いただいた円貨または外貨での 

お受取となります。なお、あらかじめ、外貨でのお受取をご指定されない場合は円貨でのお受取となります。 

変更をご希望される場合には、事前にその旨をご連絡ください。 

※但し、別途、契約等で取り決められている場合は、上記の限りではありません。 

 

お申込みは

  

※この書面は、交付目論見書の一部を構成するものではなく、この書面の情報は、交付目論見書
の記載情報ではありません。 

※この書面の情報の作成主体はＳＭＢＣ日興証券株式会社であり、作成責任はＳＭＢＣ日興証券 
株式会社にあります。 

2/2 この書面は 2頁からなります 

（2018.12） 



お申込手数料に関するご説明 
 

■ファンドのお申込手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が

長期に及ぶほど、1年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。 

 

例えば、お申込手数料が 3％（税抜）の場合 

 

 

※ファンドによっては、ご購入時にお申込手数料をお支払いいただかずに、解約・換金（買戻し）

時に手数料（保有期間に応じた条件付後払申込手数料を含みます。）をお支払いいただく場合、

もしくは、保有期間中にお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有

期間が長期に及ぶほど、１年あたりのご負担率はしだいに減っていきます。 

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。また、ファンドをご購入いただいた場合、上記の

お申込手数料等のほか、信託報酬やその他の費用等をご負担いただきます。また、信託財産  

留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書（交付

目論見書）または目論見書補完書面でご確認ください。 

※本書面は、投資信託説明書（交付目論見書）または目論見書補完書面ではございません。 
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ライフプラン・インカム・ファンド
Ｔ．ＲＯＷＥ ＰＲＩＣＥ ＬＩＦＥ ＰＬＡＮ ＩＮＣＯＭＥ ＦＵＮＤ
ルクセンブルグ籍／オープンエンド契約型／追加型外国投資信託（米ドル建て）

ティー・ロウ・プライス・
ライフプラン・インカム・ファンド
Ｔ．ＲＯＷＥ ＰＲＩＣＥ ＬＩＦＥ ＰＬＡＮ ＩＮＣＯＭＥ ＦＵＮＤ
ルクセンブルグ籍／オープンエンド契約型／追加型外国投資信託（米ドル建て）

投資信託説明書
（交付目論見書）
2018.12.27

＜管理会社＞ティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント・エス・エイ・アール・エル
1990年４月５日ルクセンブルグにおいて設立。
ファンド資産の運用・管理、ファンド証券の発行･買戻し業務を行います。
会社の目的は、ファンドの創設、管理および運営を行うことならびにファンドの不可分の共有権を証する証書または確認書の
発行を行うことです。
資本金2,529,400米ドル（約2億8,648万円）（2018年10月末日現在）。
2018年9月末日現在、ファンドを含む8本の投資信託を運用しており、その純資産額の合計は20,769,218,970米ドルと
413,052,218イギリスポンドの合計額です。
（注）�米ドル（以下「ドル」または「米ドル」といいます。）の円貨換算は、2018年10月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の

仲値（１ドル＝113.26円）によります。
＜保管受託銀行＞Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
ファンド資産の保管業務を行います。
＜登録・名義書換事務代行会社、所在地事務代行会社、支払事務代行会社および管理事務代行会社＞Ｊ．Ｐ．
モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
登録・名義書換事務代行業務、所在地事務代行業務、支払事務代行業務および管理事務代行業務を行います。
＜投資運用会社＞ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
ファンド資産の投資運用業務を行います。
＜副投資顧問会社＞大和住銀投信投資顧問株式会社
ファンド資産の投資助言業務を行います。
（注）�大和住銀投信投資顧問株式会社は、関係当局の認可等を得ることを前提に、2019年４月１日に三井住友アセットマネジメント株式会社と

合併し、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社となる予定です。
＜副投資運用会社＞ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
ファンド資産の副投資運用業務を行います。
＜日本における販売会社／代行協会員＞ＳＭＢＣ日興証券株式会社
日本におけるファンド証券の販売・買戻しの取扱業務および代行協会員業務を行います。

●ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
●�ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売
会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされております。
●�また、EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容はWEBサイト
（http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）でもご覧いただけます。

この交付目論見書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。この交付目論見書により行うティー・ロウ・プライス・ライフ
プラン・インカム・ファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定により有価証券
届出書を2018年9月7日に財務省関東財務局長に提出しており、2018年9月8日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、
同法第7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を2018年12月27日に関東財務局長に提出しております。
ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用または
為替相場の変動による損益は、すべて投資家の皆様に帰属いたします。



1

ファンドの目的
ティー・ロウ・プライス・ライフプラン・インカム・ファンド（以下「ファンド」といい、その受益証券を「ファンド証券」と

いいます。）の投資目的は、高水準の収益と資産の値上がりを達成することです。

投資方針
ファンドが投資適格証券を重要視することにより、投資運用会社が高収益を追求するにあたり相当な範囲で柔軟性を

与えることになります。更に、純資産の30％までを非投資適格債券（以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。）に
対してファンドが投資できることによって、収益を増加させる機会がいっそう多くなることになります。
債券の追加的信用リスクはティー・ロウ・プライス・リサーチ・アナリストによりさらに調査されます。
ファンドの証券の最低70％が、少なくとも一つの確立された格付け業者から上位４つの信用等級（AAA、AA、A、

BBB）のいずれかに格付けされていなければなりません。
ファンドは、最低その純資産の70％を投資適格会社の社債に投資します。
ファンドの投資適格社債を重要視する態度は、大きな信用リスクを負うことなく、米国国債から得られるよりもより

高い収入を生み出すためのものです。高利回り債券および非米国証券の追加は、金利の上昇局面においてファンドの
元本の損失を緩和する可能性を与える一方、資産の増加とより高い収益の機会をもたらします。
ファンドは、長期投資適格債券とは大きく異なる価格変動を資産にもたらす可能性のあるハイ・リスク、ハイ・

レバレッジド・デリバティブ商品には投資しません。

主な投資対象
ファンドの投資目的の達成を目指し、ファンドは、その投資の性質がファンドの投資プログラムと一致するあらゆる

種類の証券（株式または転換社債もしくはその他の株式を引き受けるワラントを除きます。）または商品に投資することが
できます。

収益を高め投資資本の成長を達成するため、ファンドは以下のような様々な証券に投資することができます。
●高利回り債券（ハイ・イールド・ボンド）：最大でもファンドの純資産の30％に限られます。
●米ドル以外の通貨建ての証券：ファンドの純資産の25％までに限られます。
●米国財務省およびその機関の証券
●モーゲージおよびアセット・バック証券

基本方針：
ファンドは、当該購入の結果、ファンドの純資産の75％につき、ファンドの純資産の５％を超えて同一発行者の証券に

投資することとなる場合にはかかる購入を行いません。ファンドは、単一発行者の発行済み議決権証券の10％を超えて
ファンドがこれを保有することとなる場合、かかる取得を行いません。かかる制限は、アメリカ合衆国政府、その機関
もしくは下部機構により発行されまたは保証された証券のファンドによる購入については適用されません。

ファンドの目的・特色
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主な投資制限
以下は、ファンドの投資制限の要点だけを述べたものです。詳細は、請求目論見書または閲覧に供されている有価証券

届出書でご参照いただけます（ＥＤＩＮＥＴでの開示：ＷＥＢサイト（http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/））。

（１）管理会社は、同一発行体の証券へのファンドの投資総額が、ファンドの純資産総額の10％を超える場合は、当該
発行体の発行する証券にファンド資産を投資することはできません。

（２）管理会社は、オープン・エンド型の投資信託証券にファンドの純資産総額の10％を限度として投資することができ
ます。ただし、かかる投資信託は株式または株式関連の受益証券に投資できません。管理会社により運用されて
いる、または共通の経営もしくは管理または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と関係ある会社により
運用されている、オープン・エンド型の投資信託証券への投資は、特定の地域または経済分野もしくは資産の種類
への投資を専門としてきた投資信託の場合にのみ許されます。さらに、その場合、管理会社は、当該投資信託証券に
関し負担する運用報酬の金額の割合で、ファンドが負担する運用報酬を減らさなければなりません。

運用体制
ティー・ロウ・プライス内のファンダメンタル・リサーチは、ティー・ロウ・プライス組織の債券投資力の中心的かつ

重要な教義となっています。ティー・ロウ・プライスは、最高の投資アイディアによるグローバルな一連の機会を監視し、
かかる機会を掴むため、異なるタイムゾーンにおいて債券リサーチ・アナリストを維持しており、ティー・ロウ・プライス
のカバレッジは、グローバルな債券市場におけるすべての主要セクターに及んでいます。ティー・ロウ・プライスはまた、
国内および海外の専門的な株式リサーチチームによる更なる投資リサーチが可能なティー・ロウ・プライス組織のより
幅広いリソースを利用する独自のポジションを有しています。ティー・ロウ・プライスは、ティー・ロウ・プライスの協力的
カルチャーおよび幅広いグローバルなリサーチプラットフォームが、ティー・ロウ・プライスの従業員の会社または業界に
対する理解を可能ならしめていると考えています。
　ポートフォリオの運用は、副投資運用会社の債券グループのリソースにより支えられます。かかるリソースには、グロー
バルな社債、グローバルな高利回り債券、モーゲージ・バック証券、アセット・バック証券、財務省証券、経済分析および
定量分析に焦点を当てる専門家グループが含まれます。

分配方針
管理会社は、分配を行うか否かおよび分配する場合はその額を決定するその取締役会決議に従い、ファンドの純投資

収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインの中から分配金を毎月支払うことができます。分配は、原則として基準日の
営業終了時に登録されている受益者に対し支払われます。基準日および分配落ち日は毎月の最初の二連続評価日
（「評価日」とは、ルクセンブルグおよびニューヨークにおける銀行営業日をいいます。以下同じです。）であり、かつそれ
ぞれ日本における銀行営業日です。
管理会社は、毎月の10日が評価日でありかつ日本における銀行営業日である場合は、原則として、毎月10日までに

投資者に対して毎月の分配を海外において支払います。
分配金支払の結果、ファンドの純資産総額が125万ユーロ相当のドル金額を下回ることとなるような場合には分配を

行うことができません。
上記は、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。

ファンドの目的・特色
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追加的記載事項

（分配計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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、受益証券1口当り純資産価格は下がります。

●分配金は、分配計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払わ
れる場合があります。その場合、当分配日の受益証券1口当り純資産価格は前回分配日と比べて下落することに
なります。また、分配金の水準は、必ずしも分配計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

●受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する
場合があります。

※上記図表はイメージ図であり、実際の分配金額や受益証券1口当り純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意ください。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※分配金に対する課税については、後記「手続き・手数料等」の「税金」をご参照ください。

（前回分配日から受益証券1口当り純資産価格が上昇した場合） （前回分配日から受益証券1口当り純資産価格が下落した場合）

分配金
10米ドル

分配金
10米ドル

1,050米ドル

前回分配日

1,055米ドル

当分配日
分配前

期中収益
5米ドル

5米ドル
1,045米ドル

当分配日
分配後

1,050米ドル

前回分配日

1,030米ドル

当分配日
分配後

1,040米ドル

当分配日
分配前

8米ドル

配当等収益
2米ドル

（分配金の一部が購入価額を下回った場合） （分配金の全部が購入価額を下回った場合）

受益者の
購入価額

受益者の
購入価額

分配金

分配金支払後の
受益証券1口当り
純資産価格

分配金支払後の
受益証券1口当り
純資産価格

投資信託の純資産

分配金投資信託で分配金が
支払われるイメージ

＜収益分配金に関する留意事項＞

分配金
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投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券一口当り純資産価格の下落
により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて
投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。

リスク要因

ファンドの投資は、市場リスクと市場の変動に左右されるため、投資目的が達成されないことが
あります。また、投資元本を割り込むことがあります。具体的には、投資家は以下の点に留意する
必要があります。
（ハイ・イールド・ボンドへの投資に関するリスク）
-��市場における金利の低下とその結果としての債券価格の上昇は、ファンドの純資産価格に好ましい
影響を与えますが、一方、金利の上昇は、ファンドの純資産価格に好ましくない影響を及ぼします。
-��ハイ・イールド・ボンドは、その性格上、ボラティリティ（変動率）が高いため、価格が大きく変動
する可能性があり、従って、ファンドの純資産価格のボラティリティを上昇させることがあります。
-��ハイ・イールド・ボンドの発行体の信用力が改善された場合には、当該債券への需要が拡大し、
価格が上昇する可能性があります。一方、発行体の信用力が損なわれた場合には、債券価格が
下落する可能性があります。
-��ファンドは、前述の投資方針および投資制限に沿って、新興国市場に投資し、政府債および特定の
新興国が発行した証券を中心とした運用を行うことがあります。受益者は、新興国への投資が、
先進国への投資よりも高いリスクを伴うことに留意すべきです。（例えば、）当該市場への投資は、
経済政策、税制、対外投資、外貨の国内還流に関する規制など、政策の変更の影響を被ることが
あります。
-��ファンドは、前述の投資方針および投資制限に沿って、気配（価格）が提示されない証券や流動性
の低い証券に投資することがあります。このことは、ファンドの流動性や、受益者が償還金
（売却金額）を適時に受領する能力に影響を及ぼす可能性があります。
（債券への投資に関する通常のリスク）
ファンド資産の一部の高利回り債券への投資に関するリスクのほか、債券への投資に関する
通常のリスクは以下の通りです。
-�金利または市場リスク
金利の全般的な上昇には債券価額の下落をともなうことがあります。
投資適格債券と高利回り債券との組み合わせからなるポートフォリオは、ファンドの金利リスクの
影響を弱めるよう意図されていますが、それが達成できるという保証はありません。
-�信用リスク
ファンドの保有資産のいずれであっても信用等級の下落または債務不履行（定められた金利また
は元金の支払いの遅滞）の可能性があり、そのことによってファンドの収益水準および受益権
価額が下落する可能性があります。
-�為替リスク
ファンドの外貨保有は為替市場の変動により悪影響を受ける可能性があります。

投資リスク
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その他の留意点

　ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の
適用はありません。

リスクの管理体制

　前述のファンドの目的に従って、投資運用会社は積極的にリスクを減少させ総収益を増加させる
ことを追求します。リスク管理手段としては以下のものがあります。
-�単一銘柄の保持によるファンドの純資産価額への影響を減少させるために行なう資産の分散投資
-�アナリストによる徹底した信用調査
-��金利の上昇の悪影響を押さえるためまたは金利の低下による利益を利用するための資産の
デュレーション（キャッシュフロー加重の残存期間）の調節（デュレーションは、単純な残存期間
よりも金利変動に対するファンドの感応度の正確な計測手段です。）
　ファンドは、ヘッジ目的および／またはヘッジ目的以外の目的でデリバティブを利用しています。
ファンドは、デリバティブについて、オルタナティブ投資信託運用者に関する2013年７月12日法に
規定されるグロスおよびコミットメント法によるリスク管理を行っています。

投資リスク
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参考情報

　下記グラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。

投資リスク
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分配金再投資1口当り純資産価格（左軸）
年間騰落率（右軸）

－5.4
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64.2

－22.0

14.5

54.1

－19.2

12.8

32.3

7.2

－28.6

9.1
2.0

26.6

－12.3

4.8

19.2

－18.1

2.6
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ファンドの分配金再投資１口当り
純資産価格・年間騰落率の推移

ファンドと他の代表的な
資産クラスとの年間騰落率の比較

2013年11月～2018年10月の５年間におけるファンドの
分配金再投資１口当り純資産価格（各月末時点）と、年間騰落率
（各月末時点）の推移を示したものです。

左のグラフと同じ期間における年間騰落率（各月末時点）の平均と
振れ幅を、ファンドと他の代表的な資産クラスとの間で比較した
ものです。このグラフは、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。

（2013年11月〜2018年10月）

出所：管理事務代行会社、Bloomberg�L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成

※�分配金再投資１口当り純資産価格は、2012年11月末の1口当り純資産価格を起点として、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したと
みなして算出したものです。
※�ファンドの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における分配金再投資１口当り純資産価格を対比して、その騰落率を算出したものです
（月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなします。）。
※�代表的な資産クラスの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです
（月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなします。）。
※�ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の５年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平均・最大・最小を
グラフにして比較したものです。
※�ファンドの分配金再投資１口当り純資産価格および年間騰落率は、実際の１口当り純資産価格およびそれ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。
※�ファンドの年間騰落率は、米ドル建てで計算されており、円貨に換算されておりません。したがって、円貨に換算した場合、上記とは異なる騰落率と
なります。
※ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
※代表的な資産クラスを表す指数
　日 本 株………ＴＯＰＩＸ（配当込み）
　先進国株………ラッセル先進国（除く日本）大型株インデックス
　新興国株………S&P新興国総合指数
　日本国債………BBGバークレイズE1年超日本国債指数
　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………FTSE新興国市場国債インデックス（円ベース）
�（注）ラッセル先進国（除く日本）大型株インデックスおよびS&P新興国総合指数は、Bloomberg�L.P.で円換算しています。

TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）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。なお、ファンドは、㈱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。
ラッセル・インデックスに関連する登録商標、トレードマーク、サービスマークおよび著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利は、
ラッセル・インベストメントに帰属します。インデックスは資産運用管理の対象とはなりません。またインデックス自体は直接的に投資の対象となる
ものではありません。
FTSE世界国債インデックスおよびFTSE新興国市場国債インデックスはFTSE�Fixed� Income�LLCにより算出および公表されている債券イン
デックスです。

（注）上記の参考情報は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束、示唆または保証するものではありません。



7

運用実績

（単位：ドル）

会計年度 第16会計年度 第17会計年度 第18会計年度 第19会計年度 第20会計年度 2018年4月1日～
2018年9月30日

一口当りの分配金 0.248 0.264 0.264 0.264 0.264 0.141

（注）分配金のデータは、税引前の数字です。

投資有価証券の主要銘柄

収益率の推移

純資産総額および一口当りの純資産価格の推移
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（ドル） （千ドル）

純資産総額：25,442千ドル
一口当りの純資産価格：9.71ドル
（2018年10月末日現在）

88.4*32.2

純資産総額（右軸） 一口当りの純資産価格（左軸）

2008年
3月

2009年
3月
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（注）収益率（％）＝100×（a－b）／b
a＝当該期間最終日の一口当りの
純資産価格（当該期間の分配
金の合計額を加えた額）

b＝当該期間の直前の日の一口当り
の純資産価格（分配落の額）

第14
会計年度

第15
会計年度

第16
会計年度

第17
会計年度

第18
会計年度

第13
会計年度

第12
会計年度

第11
会計年度

第19
会計年度

第20
会計年度

2018年4月1日～
2018年9月30日

ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

分配の推移

順位 銘柄 国名
（発行地） 時価（ドル） 投資比率（％）

１ Sabine�Pass�Liquefaction�LLC�Callable�5�15-Mar-2027 アメリカ合衆国 698,001 2.74

２ Verizon�Communications�Inc�Callable�3.376�15-Feb-2025 アメリカ合衆国 675,612 2.66

３ CVS�Health�Corp�Callable�3.7�09-Mar-2023 アメリカ合衆国 568,247 2.23

４ American�Airlines�2016-1�Class�B�Pass�Through�Trust��5.25�15-Jul-2025 アメリカ合衆国 527,859 2.07

５ VEREIT�Operating�Partnership�LP�Callable�4.875�01-Jun-2026 アメリカ合衆国 525,504 2.07

６ Match�Group�Inc�Callable�5�15-Dec-2027 アメリカ合衆国 463,170 1.82

７ American�Campus�Communities�Operating�Partnership�LP��3.75�15-Apr-2023 アメリカ合衆国 454,457 1.79

８ Principal�Financial�Group�Inc�Callable�4.7�15-May-2055 アメリカ合衆国 451,628 1.78

９ Crown�Castle�International�Corp�Callable�4.45�15-Feb-2026 アメリカ合衆国 437,204 1.72

10 CIT�Group�Inc�Callable�4.125�09-Mar-2021 アメリカ合衆国 429,673 1.69
（2018年10月末日現在）
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お申込みメモ

購入（申込み）単位 100口以上100口単位
購入（申込み）価額 各申込後最初に計算されるファンド証券一口当りの純資産価格

購入（申込み）代金

投資者は、申込注文の成立をＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「販売会社」といいます。）が確認した
日から起算して、日本での４営業日目までに申込金額および申込手数料を直接または販売取扱会社を
通じて販売会社に支払うものとします。
（注）��「販売取扱会社」とは、販売会社とファンド証券の取次業務に係る契約を締結し、投資者からのファンド証券の申込み

または買戻を販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金の受入または投資者に対する買戻代金の支払等に係る事務等を
取り扱う取次金融商品取引業者および取次登録金融機関をいいます。

換金（買戻し）単位 100口以上100口単位

換金（買戻し）価額 ファンド証券１口当りの買戻価格は、原則として、管理会社が販売会社から買戻請求を受領した評価日に
計算されるファンド証券の一口当りの純資産価格とします。

換金（買戻し）代金

受益者は、買戻し停止期間中を除き、いつでも販売会社または販売取扱会社を通じ、管理会社に対して
買戻しを請求できます。買戻請求は、手数料なしで、各評価日でかつ日本における営業日に行うことが
できます。
買戻代金は取引約款の定めるところに従って販売会社または販売取扱会社を通じて米ドルまたは円貨で
支払われることを原則としますが、販売会社または販売取扱会社は、米ドルでのみ支払うこともできます。
（注）�「取引約款」とは、外国証券取引口座約款その他所定の約款をいいます。

申込締切時間 お申込みの販売会社または販売取扱会社までお問い合わせください。

購入の申込期間
2018年９月8日（土曜日）から2019年９月6日（金曜日）までとします。ただし、評価日でかつ日本
における営業日に限り、申込みの取扱いが行われます。
（注）�ファンドは、「米国人」（米国の国民、居住者、法人等をいいます。）またはカナダの居住者および国民に対しては販売

されません。

換金制限 クローズド期間、大口解約等の制限はありません。

購入・換金申込受付の
中止および取消し

管理会社は、以下の事由がある場合において一時的にファンド証券について純資産価格の決定を停止し、
その結果としてその発行および買戻しを停止することができます。
（ⅰ）��ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する一もしくは複数の証券取引所または市場、または

ファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一もしくは複数の外国為替市場が通常の休日
以外の日に閉鎖され、または取引が制限もしくは停止された場合。

（ⅱ）��政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない
何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が
正当にまたは正常に実行できない場合。

（ⅲ）��ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの
理由によりファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。

（ⅳ）��為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不可能な
場合またはファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合。

信託期間 無期限

繰上償還
ファンドは管理会社と保管受託銀行との合意により、いつでも解散することができます。
ファンドの残存口数の合計金額が250万米ドルを下回った場合、管理会社の取締役会は、保管受託銀行
の承認を得てファンドの解散を決定することができます。

決算日 毎年３月31日

収益分配

管理会社は、分配を行うか否かおよび分配する場合はその額を決定するその取締役会決議に従い、
ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインの中から分配金を毎月支払うことができ
ます。分配は、原則として基準日の営業終了時に登録されている受益者に対し支払われます。基準日
および分配落ち日は毎月の最初の二連続評価日であり、かつそれぞれ日本における銀行営業日です。
管理会社は、毎月の10日が評価日でありかつ日本における銀行営業日である場合は、原則として、毎月
10日までに投資者に対して毎月の分配を海外において支払います。
分配金支払の結果、ファンドの純資産総額が125万ユーロ相当のドル金額を下回ることとなるような
場合には分配を行うことができません。

信託金の限度額 ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができます。

運用報告書

管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投資信託及び投資法人に
関する法律（昭和26年法律198号）に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書
（全体版）を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。交付運用報告書は、日本の知れている
受益者に交付され、運用報告書（全体版）はファンドの代行協会員のホームページにおいて提供されます。

課税関係 課税上は公募外国公社債投資信託として取り扱われます。

その他 ご投資にあたっては「外国証券取引口座」が必要です（開設・口座管理料等に関しては販売会社に
お問い合わせください。）。

手続き・手数料等
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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用

購入（申込み）時手数料

申込金額の3.24％（税抜3.00％）以内
詳しくは、販売会社または販売取扱会社にてご確認ください。
購入（申込み）時手数料とは、ご購入時の商品説明、投資情報の提供、ご購入に関する事務手続き等の
対価としてお支払いいただくものです。

換金（買戻し）手数料
（信託財産留保額） 買戻し手数料は徴収されません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（管理報酬等）

（管理報酬）

管理会社は、ファンドの管理および運営業務の対価として、ファンド資産から年間10万ドルまたは、月末毎
に当該月中のファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.90％の高い方の金額を管理報酬として
受領します。管理会社は、管理会社の資産から投資運用報酬ならびに登録・名義書換事務代行、所在地
事務代行、支払事務代行および管理事務代行報酬を支払います。

（投資運用報酬）
投資運用会社は、四半期毎に管理会社の資産から報酬を受領します。投資運用報酬は、投資運用業務の
対価として投資運用会社に支払われます。副投資運用会社および副投資顧問会社は、投資運用会社
から報酬を受領します。

（登録・名義書換事務
代行、所在地事務代行、
支払事務代行および
管理事務代行報酬）

管理会社は、登録・名義書換事務代行会社、所在地事務代行会社、支払事務代行会社および管理事務
代行会社に対して、管理会社の資産から登録・名義書換事務代行、所在地事務代行、支払事務代行および
管理事務代行報酬を支払います。当該報酬は、登録・名義書換代行会社、所在地事務代行会社、支払
事務代行会社および管理事務代行会社として行う、ファンドの受益証券の発行および買戻し、受益証券
１口当り純資産価格の計算および報告、会計ならびにその他の管理事務代行業務等の対価として、
登録・名義書換事務代行会社、所在地事務代行会社、支払事務代行会社および管理事務代行会社に
支払われます。

（代行協会員報酬）

代行協会員は、ファンドから、四半期毎に当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産総額の
年率0.50％の報酬を受領します。代行協会員報酬は、受益証券に関する目論見書の配布、その基準
価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の
配布等の業務の対価として、代行協会員に支払われます。代行協会員は、当該報酬のうち一部を販売
取扱会社に支払うことがあります。

（保管報酬）

保管受託銀行は、ルクセンブルグでの慣行に従い、ファンドの純資産価格に応じて、逓減方式に基づき
年率0.017％から0.0005％の保管報酬を、毎月、ファンド資産から受領します。保管受託銀行は、
ファンドが支払う毎年2,000米ドルの定額報酬をさらに受領する権利を有します。保管報酬は、有価
証券の保管、引渡しおよび登録等ファンド資産の保管業務ならびにファンド約款および法規則に基づく
義務の範囲内でのファンド資産の管理および受益者の利益の保護業務の対価として、保管受託銀行に
支払われます。

その他費用・手数料

-��ファンドは、代行協会員が負担した合理的な額の実費を支払います。また、保管受託銀行は、電話、
テレックス、電報および郵便費用を含む保管受託銀行のすべての合理的な支出および立替費用を、
ファンド資産から受領する権利を有し、ファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の
通常の保管料は、ファンドが負担します。
-��そのほか、ファンドは以下の費用を負担します。
（ⅰ）ファンド資産および収益に課される一切の税金。
（ⅱ）ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の手数料。
（ⅲ）受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った法律関係費用。
（ⅳ）受益証券券面の印刷費用
（ⅴ）下記の費用

・�ファンドに関する書類を作成し提出する費用。
・��年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書等を受益者の利益のために必要とされる
言語で作成しかつ配布する費用。
・�会計、記帳および毎日の純資産価格計算に要する費用。
・�受益者への通知・公告を作成しかつ配布する費用。
・�弁護士および監査人の報酬。
・�以上に類似するその他すべての管理費用。
・�一切の広告宣伝費およびファンド証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用。

-��これらの詳細につきましては、請求目論見書をご参照ください。
-��その他費用・手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。

上記の手数料および費用等の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保
有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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税金
税金は、表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金

分配時 所得税および住民税

利子所得として課税
分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税5％）の税率に
よる源泉徴収が行われます（2038年1月1日以後は20％（所得税15％、
住民税5％）の税率になります。）。

換金（買戻し）時
および償還時 所得税および住民税

譲渡所得として課税
譲渡益（譲渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）をいいます。）
に対して、源泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税
5％）の税率による源泉徴収が行われます（2038年1月1日以後は20％
（所得税15％、住民税5％）の税率になります。）。

-��上記は、2018年11月末日現在のものですので、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
-��法人投資者の場合は上記とは異なります。
-��税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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