
ケイマン籍／オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（米ドル建て）

ファンド設定⽇︓2015年9⽉30⽇

1口当たり純資産価格・純資産総額の推移（米ドル・百万米ドル) 1口当たり純資産価格・純資産総額

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（米ドル） 運用概況

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

2.07 
2021年9⽉ 1.91 

ファンドの正式名称は、「⽇興ワールド・トラスト－ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」で、募集対象とするファンドのクラス証券は、米ドルクラス証券（以下「ファンド証券」とい
うことがあります。）です。
愛称として「ＢＮＰパリバ・グローバル⾦融機関ハイブリッド証券ファンド（米ドル建て）」を使用いたします。
この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表⽰桁未満がある場合は四捨五⼊して表⽰しています。
このページの各グラフ・表に記載されている数値は、SMBC⽇興ルクセンブルク銀⾏から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

※

※
※

※ 分配⾦は1口当たりの⾦額です。過去の実績を⽰したものであり、将来の
分配をお約束するものではありません。

2022年3⽉ 1.63 
2022年9⽉ 1.66 
2023年3⽉ 1.86 
設定来累計 31.94 

当月末の1口当たり純資産価格は、78.72米ドル（前月比
+1.28米ドル）となりました。
また、税引前分配⾦を再投資した場合の月間騰落率は、
+1.7％となりました。

年⽉ 分配⾦
2021年3⽉

マンスリー・レポート

ＢＮＰパリバ・グローバル⾦融機関ハイブリッド証券ファンド
（米ドル建て）

作成基準⽇︓2023年4⽉28⽇

当⽉末
前⽉比

1口当たり純資産価格（米ドル） 78.72 +1.28 

６カ⽉ 2022/10/31 2.8 

純資産総額（百万米ドル） 18.38 +0.07 

現地基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2023/03/31 1.7 
３カ⽉ 2023/01/31 -4.4 

■
■

■

グラフは過去の実績を⽰したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
1口当たり純資産価格および税引前分配⾦再投資1口当たり純資産価格はファンドに係る報酬・
費用等控除後です。後述の「ファンドの費用」をご覧ください。
税引前分配⾦再投資1口当たり純資産価格は、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。

１年 2022/04/28 -4.2 
３年 2020/04/30 -0.1 

設定来 2015/09/30 10.8 
■

■

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
値です。
ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
費用がかかる場合があります。
騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
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 11枚組の1枚目です。
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資産構成比率（％） 種別構成比率（％）

G-SIFIs投資比率（％）

格付構成比率（％）
ポートフォリオ特性値

組⼊上位5通貨（％） 組⼊上位10カ国・地域（％）

業種構成比率（％）

このページに記載されている構成比を⽰す比率は、注記がある場合を除き全て「ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の純資産総額を100％として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

マンスリー・レポート

ＢＮＰパリバ・グローバル⾦融機関ハイブリッド証券ファンド
（米ドル建て）

※ このページはファンド証券をシェアクラスとして含む「ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」について、BNPパリバから提供を受けたデータおよび情報を
基に記載しています。

株式  0.0  0.0 優先出資証券 4.8 +0.1 

当⽉末 前⽉比 当⽉末 前⽉比
ハイブリッド証券等 98.7 +1.0 CoCo債 61.2 +0.0 

作成基準⽇︓2023年4⽉28⽇

現⾦等 1.3 -1.0 社債 0.0 0.0 
先物等  0.0  0.0 劣後債 32.7 +0.8 

為替ヘッジ比率 65.7 +3.4 
為替ヘッジコスト -1.5 -0.4 

合計 100.0  0.0 その他 0.0 0.0 

為替ヘッジ比率は、ファンドにおける為替予約を、
純資産総額で除して算出しています。
為替ヘッジコストは該当通貨の対米ドルのスポット
レートと1ヵ⽉物フォワードレートを用いてBNPパリバ
が算出し年率換算した値です。
米ドル建て以外の組⼊資産については、原則とし
て対米ドルでの為替ヘッジを⾏います。

※

※

※

当⽉末 前⽉比
当⽉末 前⽉比 AAA 0.0 0.0 

当⽉末 前⽉比
G-SIFIs 72.5 +0.2 
G-SIFIs以外 26.3 +0.8 

※ G－SIFIsについては、後述の「ファンドの特色」をご参照ください。

最終利回り（％） 9.6 -0.2 A 12.6 +0.2 
クーポン（%） 5.3 +0.0 AA 0.0 0.0 

平均格付け BBB- BBB- BB 20.0 -0.4 
デュレーション（年） 3.2 -0.0 BBB 66.1 +1.1 

CCC以下 0.0 0.0 
B 0.0 0.0 ※

※

※

※

各組⼊銘柄の数値を加重平均した値です。
繰上償還条項が付与されている場合は、原則とし
て繰上償還発効⽇を償還⽇とみなして算出してい
ます。
格付けは投資債券等に対する主要格付機関の
格付けに基づいており、ファンドにかかる格付けでは
ありません。
上記は将来の運用成果をお約束するものではあり
ません。

格付なし 0.0 0.0 

当⽉末 前⽉比 当⽉末 前⽉比
1 ユーロ 59.0 +0.9 1 フランス 28.4 +0.8 

20.5 +0.7 
3 イギリスポンド 6.3 +0.3 3 イタリア 14.8 +0.5 
2 アメリカドル 33.4 -0.2 2 イギリス

8.8 +0.2 
5 ドイツ 8.2 -0.7 
4 オランダ

※ 為替ヘッジ前の値です。 6 スペイン 7.3 +0.3 
7 アメリカ 6.0 +0.1 
8 カナダ 2.2 +0.0 

当⽉末 前⽉比 9 フィンランド 1.1 +0.0 

※

-1.0 
保険 2.4 +0.1 
銀⾏ 96.3 +0.9 10 スイス 1.0

61.2 
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 11枚組の2枚目です。
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組⼊上位10銘柄（％） （組⼊銘柄数 103）
発⾏体

通貨/国・地域 証券種別

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

マンスリー・レポート

ＢＮＰパリバ・グローバル⾦融機関ハイブリッド証券ファンド
（米ドル建て）

※ このページはファンド証券をシェアクラスとして含む「ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」について、BNPパリバから提供を受けたデータおよび情報を
基に記載しています。

クーポン 償還⽇ 格付け 比率

1 CREDIT AGRICOLE SA 4.000 2027/12/23 BBB 3.0 ユーロ/フランス CoCo債
2 UNICREDIT SPA 4.875 BBB- 2.6 ユーロ/イタリア 劣後債

2.5 

2024/02/20

ユーロ/イギリス CoCo債
4 HSBC HOLDINGS PLC 6.000 BBB 2.3 ユーロ/イギリス CoCo債

3 HSBC HOLDINGS PLC 4.750 2029/07/04 BBB

5 TORONTO-DOMINION BANK 8.125 2027/10/31 BBB+

6 JPMORGAN CHASE & CO 6.125 BBB+ 2.2 アメリカドル/アメリカ 優先出資証券

アメリカドル/イギリス CoCo債

2029/03/21

2.2 

2023/09/29

アメリカドル/カナダ 劣後債
2024/04/30

BBB- 1.8 

2029/09/27 BBB-

2026/02/19

2.0 

※ このページに記載されている構成比を⽰す比率は、注記がある場合を除き全て「ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」の純資産総額を100％として計算した値です。

※
※

繰上償還条項が付与されている場合は、原則として繰上償還発効⽇を償還⽇とみなして表⽰しています。
格付けは投資債券等に対する主要格付機関の格付けに基づいています。

10 CITIGROUP INC 6.300 BBB- 1.6 アメリカドル/アメリカ 優先出資証券 2024/05/15

9 BANCO SANTANDER SA

作成基準⽇︓2023年4⽉28⽇

7 LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.000 

3.625 

8 DEUTSCHE BANK AG 5.625 ユーロ/ドイツ 劣後債
1.6 BB+ユーロ/スペイン CoCo債

 11枚組の3枚目です。
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最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

マンスリー・レポート

ＢＮＰパリバ・グローバル⾦融機関ハイブリッド証券ファンド
（米ドル建て）

※ このページはファンド証券をシェアクラスとして含む「ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」について、BNPパリバから提供を受けたデータおよび情報を
基に記載しています。

作成基準⽇︓2023年4⽉28⽇

ファンドマネージャーコメント
【市場動向】
4月の主要先進国の国債利回りは、まちまちの動きとなりました。米国債市場は、米雇⽤統計などの堅調な経済
指標などを受けて利回りが上昇する局⾯もありましたが、米地銀の経営不安を背景に安全資産への需要が⾼まっ
たことや、米国の物価統計がインフレ鈍化を⽰したことでFRB（米連邦準備制度理事会）の利上げサイクルが終
了に向かうとの⾒⽅が広がったことなどから、月間で利回りが低下しました。
欧州国債市場は、米地銀の経営不安を背景に安全資産への需要が⾼まったことなどから利回りが低下する局⾯も
ありましたが、堅調な米雇⽤統計などを受けて米⻑期⾦利が上昇したことや、ECB（欧州中央銀⾏）⾼官の発⾔
によって追加利上げ観測が⾼まったことなどから、月間で利回りが上昇しました。
グローバル・ハイブリッド証券市場ではスプレッド（国債との利回り差）は縮⼩しました。

【運⽤状況】
当月は、UBS GroupおよびDeutsche BankのCoCo債を全売却しました。新規組入れ、買増し、または一部売却
した銘柄はありませんでした。また、コール償還した銘柄もありませんでした。

【⾒通しと⽅針】
米国や欧州の⾜元の経済指標は概ね堅調であるものの、相次ぐ米地銀の破綻によって銀⾏が融資に慎重になると
の⾒⽅が広がるなど、景気の先⾏きは不透明となっています。インフレ率が⾼⽌まりするなか、FRBやECBは⾦
融引き締めスタンスを維持していますが、継続的な利上げによる景気への影響も懸念されます。経済指標を注視
するとともに、インフレ動向や景気⾒通しをめぐる中央銀⾏の⾦融政策に今後も注意が必要です。
グローバル・ハイブリッド証券市場については、引き続き魅⼒的な市場と考えていますが、その他Tier1債
（AT1債）に対しては慎重な姿勢を維持しています。⾜元のユーロ圏銀⾏の中核的⾃⼰資本（Tier1）比率は
バーゼルⅢ（⾃⼰資本比率規制）における⾃⼰資本規制の⽔準を⼤幅に上回っています。一⽅で、4月11⽇に発
表された「国際⾦融安定性報告書」によると、米国の中堅・中⼩銀⾏の約9％が同規制の要件を下回る可能性が
あるとし、今後のグローバル⾦融市場への波及など予断を許しません。引き続き、インカム⽔準を重視しつつ、
キャピタルゲインの獲得を目指し、主に欧州⾦融機関が発⾏するハイブリッド証券に投資する⽅針です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 11枚組の4枚目です。
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ファンドの目的および投資方針
ファンドは、様々な要因（利回り、信用リスクおよび流動性を含みますがこれらに限られません。）を考慮した上で⾦融機関が発⾏するハイブリッド
証券に投資することにより、インカム・ゲインを確保し、投資信託資産を成⻑させることを目的とします。ファンドは、純資産価額の70％以上を、少
なくとも1つの国際的な格付機関（ムーディーズ、S&Pまたはフィッチ）によるBB以上の信用格付を投資時点に有する、⾦融機関が発⾏する
ハイブリッド証券（劣後債、偶発転換社債および優先出資証券）およびその他債券に投資します。ファンドの平均信用格付は、少なくとも1つの
国際的な格付機関（ムーディーズ、S&Pまたはフィッチ）が付与するBB以上とします（格付機関により異なる格付が付与された場合、⾼い方
の格付が適用されます。）。

ファンドの特色
1. 主として、銀⾏・保険会社等の⾦融機関（関連会社等を含みます。）が発⾏するハイブリッド証券に投資します。

・ 投資対象とするハイブリッド証券を発⾏する銀⾏・保険会社等の⾦融機関（関連会社等を含みます。）は、G-SIFIs＊1である⾦融機関
のほか、G-SIFIs以外の⾦融機関を含みます。

・ ハイブリッド証券とは、劣後債および優先出資証券＊2等をいいます。
・ 投資対象となるハイブリッド証券には、偶発転換社債（CoCo債）が含まれます。

2. ファンドの運用は、ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・フランス（以下「パリバ・フランス」といいます。）が⾏います。
・ ファンドの運用の指図に関する権限を、ＢＮＰパリバ傘下の資産運用会社であるパリバ・フランスに委託します。

3. 米ドル建ての外国投資信託です。
・ 米ドル建て以外の組⼊資産については、原則として対米ドルでの為替ヘッジを⾏い、為替変動リスクの低減を図ります。

4. 年２回分配を⾏うことができます。
・ 毎年3⽉15⽇および9⽉15⽇（当該⽇がファンド営業⽇でない場合は翌ファンド営業⽇）を分配基準⽇として収益の分配を⾏うことができます。
・ 分配⾦額は分配方針に基づいて管理会社が決定しますが、管理会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

※ 上記は、ファンドによる将来の分配⾦の⽀払またはその⾦額について保証するものではありません。
※ ファンド営業⽇についてはお申込みメモをご参照ください。

＊1 G-SIFIs（Global Systemically Important Financial Institutions）とは、各国の中央銀⾏や⾦融監督当局等で構成される⾦融安定
理事会（FSB）が指定するグローバルな⾦融システムの安定に⽋かせない重要な⾦融機関をいい、世界を代表する⾦融機関が指定されています。
なお、FSBは現時点でグローバルなシステム上重要な保険会社の認定を中止しているため、ファンドの目的および投資対象におけるG-SIFIsは、
FSBにより随時更新されるグローバルなシステム上重要な銀⾏および2019年11⽉時点のグローバルなシステム上重要な保険会社とします。

＊2 優先出資証券には優先株を含みます。

 ※ ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは、アンブレラ・ファンドである⽇興ワールド・トラストのサブ・ファンドです。なお、アンブレラとは、1つの投資
信託の下で1つまたは複数の投資信託（サブ・ファンド）を設定できる仕組みのものを指します。

※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

マンスリー・レポート

ＢＮＰパリバ・グローバル⾦融機関ハイブリッド証券ファンド
（米ドル建て）

作成基準⽇︓2023年4⽉28⽇

 11枚組の5枚目です。
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リスク要因
受益証券への投資には、国際⾦融市場におけるすべての投資に共通する⼤きなリスクが伴います。投資を⾏おうとする方は、受益証券に投資する
メリットおよび妥当性を評価する際に、特に以下の要因を⼊念に検討するべきです。受益証券の価格は、上昇する場合もあれば下落する場合も
あるため、投資者は当初の投資額を回収することができない可能性があります。したがって、ファンドへの投資は、投下資本をすべて失うリスクを負担
できる方のみが⾏うべきです。ファンドは、収益⽔準に関係なく各種の報酬と費用を⽀払う責任を負います。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に以下のものが挙げられますが、これらに限定されるものではありません。したがっ
て、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1口当た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。これらの運用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯⾦と異なります。詳細につい
ては、投資信託説明書（請求目論⾒書）の該当箇所をご参照ください。

ファンドのリスク
■ 投資リスク

ファンドが投資目的を達成できるという保証はありません。管理会社は、ファンドへの投資にはリスクが伴うことに鑑みて、ファンドへの投資を中⻑期
的投資と考えることを投資者に対して推奨します。

■ 管理会社および投資運用会社への依存
ファンドの投資対象への投資運用と投資指図は、ファンドの投資ガイドラインの範囲内で信託財産の投資運用に完全な責任を負う管理会社の
責任下にあります。管理会社は、その権限と責任を投資運用会社に委託し、投資運用会社は、ファンドの投資対象の選定、指図、評価および
監視に関する完全な裁量権を有します。

■ 信用リスク
債券については、発⾏体の信用格付により証券の価格が変動することがあります。特に、債券の元本または利息は、かかる発⾏体の財務状況
が悪化した場合、所定の期⽇に⽀払われない可能性（債務不履⾏リスク）があります。証券の債務不履⾏の場合または債務不履⾏の可能
性がある場合、かかる証券の価格は急落することがあります。

■ 時間外取引およびマーケットタイミング
管理会社は、時間外取引もしくはマーケットタイミングまたはその他類似の取引類型を認めていません。かかる取引実施を回避するため、受益
証券の発⾏および買戻しは未知の価格で⾏われ、管理会社は、⼀定の締切時刻以降に受領した注⽂を受け付けません。管理会社は、マー
ケットタイミング⾏為が疑われる者からの買付注⽂を拒否する権利を有します。

■ ハイブリッド証券リスク
ハイブリッド証券は、かかる証券特有の多数の潜在的なリスクにさらされます。ハイブリッド証券への投資に関連するリスクは、信用リスクおよび
流動性リスクの両方に関し、上位債および／または他の劣後債への投資に関連するリスクに比べて⼤きいです。⽀払および清算に関し、ハイ
ブリッド証券の保有者による発⾏会社の資産に対する請求は、⼀般に、発⾏体の普通株式に優先しますが、発⾏体の他の債務に劣後します。
特定のハイブリッド証券の優先順位は、その条件および発⾏体の資本構成上の位置づけ次第です。
ハイブリッド証券には、発⾏体がその裁量において⼀定の期間または永久に分配の繰延べまたは⾒送りを⾏うことを認める規定が含まれる場合
があります。また、資本比率が減少した場合、資本保全バッファー要件に基づき、利払いの減額または取消しが義務となる場合があります。よって、
利払いの繰延べまたは⾒送りにより、ハイブリッド証券の価値は⼤幅に下落する可能性があります。
また、⼀般に、ハイブリッド証券には繰上償還条項が内包されており、そのため、発⾏体は、通常当初ロックアウト期間の後、将来の特定の⽇に
予定価格でハイブリッド証券を買い戻すことができます。発⾏体が特定の繰上償還⽇に繰上償還条項を⾏使することを選択した場合または
スプレッドに急変動をもたらす事由が⽣じた場合、ハイブリッド証券は想定より早く買い戻され、ファンドの流動性に影響が⽣じる可能性があります。
発⾏体が特定の繰上償還⽇に繰上償還条項を⾏使しないことを選択した場合、市場参加者は、これを当該発⾏体の財務状態の悪化の兆し
とみなす可能性があり、ひいては、関連するハイブリッド証券の⼤量売却が⽣じ、その結果、市場価格が下落する可能性があります。このことは、
ファンドの純資産価額、ひいては受益証券の買戻価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
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ケイマン籍／オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（米ドル建て）

リスク要因
ファンドのリスク
■ 流動性リスク

ファンドは、流動性の低い証券に投資する場合があり、かかる流動性の低い証券は、有利な時期または価格で売却することができない場合が
あるため、ファンドの収益を減少させる可能性があります。相当な市場リスクおよび／または信用リスクを伴うデリバティブ商品または証券を含む
投資戦略は、ファンドの流動性に対する多⼤なリスクを作り出す傾向があります。
流動性が制限されるため、ファンドの買戻代⾦の⽀払いが延期されなければならない場合があります。

■ 市場リスク
ファンドが保有する有価証券の市場価格は急激または想定外に騰落することがあります。また、証券市場全体に影響を及ぼす要因または証券
市場の中の特定の産業に影響を及ぼす要因により、有価証券の価格が下落することがあります。特定の企業業績と関連しない、景気悪化、
企業業績⾒通しの変化、⾦利もしくは為替相場の変化、または、投資家⼼理の悪化等の⼀般的な市況の変化により、有価証券の価格が
下落することがあります。有価証券の価格は、労働⼒不⾜または⽣産コストの増加および業界内の競争条件など、特定の業種に影響を及ぼす
要因により下落することもあります。株式は、概して債券より⼤きく価格が変動します。

■ 為替リスク
上記「ファンドの特色」において説明したヘッジ取引につき、これが成功する保証はありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
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お申込みメモ
ファンド営業⽇

ルクセンブルグおよびケイマン諸島における銀⾏が営業している⽇で、かつ⽇本の銀⾏および⾦融商品取引業者が営業している⽇（⼟曜⽇および
⽇曜⽇を除きます。）またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の⽇。

ご購⼊（お申込）単位
10口以上1口単位

（注）ファンドは米国の居住者または法⼈、ケイマン諸島の居住者もしくは住所地を有する方（ケイマン諸島で設⽴された免税会社または
通常の非居住会社を除く。）に該当しない方に限り、申込みを⾏うことができます。

ご購⼊（お申込）価格
申込⽇における受益証券1口当たり純資産価格。（通常、申込⽇の⽇本における翌営業⽇に公表されます。）

ご購⼊（お申込）代⾦
⽇本における約定⽇（⽇本における販売会社が注⽂の成⽴を確認した⽇（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営業⽇目までに申込⾦額および申込⼿数料をお⽀払ください。

お申込締切時間
⽇本における申込受付時間は、原則として、午後4時（⽇本時間）までとします。
上記時刻以降の申込みは、⽇本における翌営業⽇の申込みとして取り扱われます。

ご換⾦（買戻）単位
1口以上1口単位

ご換⾦（買戻）価格
申込⽇における受益証券1口当たり純資産価格。（通常、申込⽇の⽇本における翌営業⽇に公表されます。）

ご換⾦（買戻）代⾦
買戻代⾦の⽀払は、通常、⽇本における約定⽇（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営業⽇目に⾏われます。

買戻請求締切時間
⽇本における買戻請求受付時間は、原則として、午後4時（⽇本時間）までとします。

ご換⾦（買戻）制限
いずれかの買戻⽇におけるファンドに関する買戻請求通知の合計が、管理会社がその絶対的裁量により決定する⼀定の割合または⾦額を超える
場合、管理会社は、①管理会社が当該買戻請求通知に関する買戻代⾦の⽀払要件を充⾜するために⼗分な資産を換⾦するまで、かかる
買戻⽇もしくはファンドの純資産価額の計算を延期するか、または、②買い戻される受益証券の総数を管理会社が決定する⼀定の割合もしくは
⾦額まで制限することにより、受益者の買戻請求を比例的に縮⼩し、その後の買戻⽇に受け取る買戻請求通知に優先してその後の買戻⽇時点
で残余を買い戻すことができます。
純資産価額の算定が⼀時停止決定されている期間中は、受益証券の買戻しは⾏われません。

信託期間
2024年9⽉17⽇または管理会社と受託会社が⽇本における販売会社と協議のうえ随時決定するその他の⽇に終了する予定です。なお、ファンド
は2015年9⽉30⽇に運用を開始しました。

決算⽇
毎年9⽉30⽇

収益分配
 管理会社は、ファンドの純資産価額または当期利益を考慮し、分配基準⽇（毎年3⽉15⽇および9⽉15⽇（もしくは同⽇が営業⽇ではない

場合、翌営業⽇）またはファンドに関し管理会社が決定する毎年のその他の⽇）に各受益者に対して管理会社が決定する⾦額で分配を⾏う
ことができます。

課税関係
課税上は、公募外国株式投資信託として取り扱われます。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
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お申込みメモ
その他

 受益証券の取得申込みを⾏う投資者は、⽇本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、⽇本における販売会
社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を
記載した申込書を提出します。

＜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
て⽇本における販売会社が決定した為替レートによるものとします。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
○ ご購⼊（お申込）⼿数料

（申込口数）　　　　　　　　　　　（申込⼿数料）
1万口未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3.30％（税抜3.0％）
1万口以上5万口未満・・・・・・・・・・1.65％（税抜1.5％）
5万口以上10万口未満・・・・・・・・・0.825％（税抜0.75％）
10万口以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.55％（税抜0.5％）

お申込⼿数料は、お申込⾦額（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100.00米ドルの時に100口ご購⼊いただく場合は、
お申込⼿数料（税込）＝100口×100.00米ドル×3.30%＝330.00米ドルとなり、合計10,330.00米ドルをお⽀払いただくことになります。

（注1）管理会社および⽇本における販売会社が申込⼿数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱いをする
  ことができます。

（注2）上記申込⼿数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を⽰します。
（注3）購⼊（申込み）⼿数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購⼊に関する事務⼿続の対価です。

○ ご換⾦（買戻）⼿数料・・・・・・・・・・買戻⼿数料はありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
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ファンドの費用
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
○ ファンドに係る報酬・費用等

ファンド証券の純資産価額に対して、年率1.275％および下記の受託報酬の合計額、ならびにその他の費用・⼿数料がファンドの資産より
控除されます。
＜内訳＞

各評価⽇に発⽣しかつ計算され、毎⽉後払いされます。
管理報酬 純資産価額の年率0.023％

 ファンドの設定・継続開⽰にかかる⼿続、資料作成・情報提供、運用状況の監督、リスク管理、その他運営管理
全般にかかる業務

管理事務代⾏報酬 純資産価額の年率0.042%
ファンドの購⼊・換⾦（買戻し）等の受付、信託財産の評価、純資産価額の計算、会計書類作成および
これらに付随する業務

保管報酬 純資産価額の年率0.035%
ファンド信託財産の保管、⼊出⾦の処理、信託財産の決済およびこれらに付随する業務

代⾏協会員報酬 純資産価額の年率0.10%
目論⾒書、決算報告書等の販売会社への送付、受益証券１口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随
する業務

販売報酬 純資産価額の年率0.50%
受益証券の販売業務、購⼊・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付等購⼊後の情報提供業務およびこれら
に付随する業務

投資運用報酬 純資産価額の年率0.45%（投資運用会社は投資運用報酬から副投資運用報酬を⽀払います。）
ファンドに対する投資運用業務

サービス⽀援会社報酬 純資産価額の年率0.125%
 ファンドに関する情報や資料を提供する等のサービス⽀援業務

○ 受託報酬
年間15,000米ドルのうち、ファンド証券に帰属する⾦額
四半期ごとに後払いされます。

○ その他の費用・⼿数料
設⽴費用、仲介⼿数料、その他の運営費用（監査⼈および法律顧問の報酬、保管料、適用法令に基づいて必要な報告書または書類を作成

 し、配布する費用等）がファンドにより⽀払われます。これらについては運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を⽰すことが
できません。

※上記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。

税⾦
投資信託説明書（交付目論⾒書）の「⼿続・⼿数料等」をご覧ください。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
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＜ファンドの関係法⼈＞
ファンドの運営上の役割 会社名等
管理会社 SMBC⽇興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ

　　ファンド資産の運営・管理、受益証券の発⾏、買戻しを⾏います。
投資運用会社 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・フランス

　　投資運用業務を⾏います。
副投資運用会社 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント UK リミテッド

　　副投資運用業務を⾏います。
サービス⽀援会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社

　　⽇本におけるサービス⽀援業務を⾏います。
受託会社 ワールド・ファンド・リミテッド

　　ファンドの受託業務を⾏います。
保管会社／管理事務代⾏会社 SMBC⽇興ルクセンブルク銀⾏株式会社

　　ファンドの資産の保管業務および管理事務代⾏業務を⾏います。
代⾏協会員／⽇本における販売会社 SMBC⽇興証券株式会社

　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第2251号
　　加⼊協会︓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
　　⽇本における代⾏協会員業務および受益証券の販売・買戻業務を⾏います。

 当資料のご利用にあたっての注意事項
● 当資料は、管理会社等から提供された情報を基に三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰

書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用方針・市場⾒通し

も変更されることがあります。当資料は管理会社および三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成して
おりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

●  当資料に掲載されている数値・図表等は特に断りのない限り当資料作成⽇現在で⼊⼿可能なものに基づいております。なお当資料中のいか
なる内容も将来の投資収益の獲得を⽰唆ないし保証するものではありません。

● 投資信託は、預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また銀⾏など登録⾦融
機関で購⼊された場合、投資者保護基⾦の⽀払いの対象とはなりません。

● 投資信託の運用による損益は、すべて投資家の皆様に帰属します。ファンドをお申込の際には、SMBC⽇興証券株式会社より投資信託説明
 書（交付目論⾒書）をお渡ししますので、必ず詳細をご確認のうえ、お客様ご⾃⾝でご判断ください。

マンスリー・レポート

ＢＮＰパリバ・グローバル⾦融機関ハイブリッド証券ファンド
（米ドル建て）

作成基準⽇︓2023年4⽉28⽇

 11枚組の11枚目です。


