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      2014年7月11日（設定日）～2023年4月28日

      2014年7月11日（設定日）～2023年4月28日

日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド
クラスＡ受益証券／クラスＢ受益証券

ケイマン籍／オープン・エンド型／契約型／外国投資信託（円建）

1万口当たり純資産価格および純資産総額の推移

運用実績 － クラスＡ受益証券
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純資産総額（右軸）

純資産価格（税引前分配金再投資、左軸）

純資産価格（左軸）

（円） （億円）（円） （億円）

運用実績 － クラスＢ受益証券

1万口当たり純資産価格および純資産総額

純資産価格 8,163円

純資産総額 336億円

分配金実績（1万口当たり、税引前）

設定来

合計
17年2月 17年8月 18年2月 18年8月 19年2月 19年8月

2500円 200円 200円 200円 200円 100円 100円

20年2月 20年8月 21年2月 21年8月 22年2月 22年8月 23年2月

100円 100円 100円 100円 100円 100円 100円

・分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません。

純資産価格の騰落率（％）

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

フ ァ ン ド 1.09 -4.76 1.05 -6.17 -3.66 5.69

1万口当たり純資産価格および純資産総額の推移 1万口当たり純資産価格および純資産総額

純資産価格 7,689円

純資産総額 590億円

設定来

合計
17年2月 17年8月 18年2月 18年8月 19年2月 19年8月

2500円 200円 200円 200円 200円 100円 100円

20年2月 20年8月 21年2月 21年8月 22年2月 22年8月 23年2月

100円 100円 100円 100円 100円 100円 100円

分配金実績（1万口当たり、税引前）

・分配金は過去の実績であり将来の成果を保証するものではありません。

純資産価格の騰落率（％）

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

フ ァ ン ド 1.04 -4.90 0.75 -6.74 -5.39 0.23

・騰落率は、税引前分配金を再投資したと見なして算出しています。

また、騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではあ

りません。・純資産価格（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を再投資し

たと見なして算出しています。・純資産価格および純資産価格（税引前分配

金再投資）は、管理報酬等控除後の価格です。

・騰落率は、税引前分配金を再投資したと見なして算出しています。

また、騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではあ

りません。・純資産価格（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を再投資

したと見なして算出しています。・純資産価格および純資産価格（税引前分

配金再投資）は、管理報酬等控除後の価格です。
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純資産総額（右軸）

純資産価格（税引前分配金再投資、左軸）

純資産価格（左軸）
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※ファンドの正式名称は、「GIMケイマン・トラストⅠ− 日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド」です（本資料において「ファンド」といいます。）。なお、ファ

ンドの名称につきまして、「GIMケイマン・トラストⅠ」を省略して表示されることがあります。

 1/6  　 |  本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。
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【市場概況】

当月の金融債券市場では、利回りが前月末比で低下し、スプレッド（国債に対する利回り格差）は前月末から縮小しました。当月は、3月に懸念が広がった米

国の地方銀行の破綻や欧州銀行の買収発表について、中央銀行や規制当局による措置によって過度な懸念が払拭されたことや、堅調な決算発表がスプ

レッドのタイト化につながりました。また、このような中、銀行セクター及び保険セクターにおける資本性証券の利回りは低下し、CoCo債の価格は上昇しました。

【運用状況】
ファンドは金融機関が発行する債券およびハイブリッド証券を主要な投資対象としています。当月は、米国の金融機関が発行する優先証券のリターンに乖離

が見られる中、地方銀行が発行する優先証券への投資が奏功した一方、大手銀行が発行する優先証券への投資は振るいませんでした。ポートフォリオにお
いては、国別では米国、証券種別では優先証券やCoCo債への高めの配分を維持し、G-SIBs*+主要保険会社の占める比率は、月末時点で純資産総額の
約63％となりました。
*G-SIBsとは、主要国の中央銀行・金融監督当局および国際機関等で構成する金融安定理事会（FSB）が、グローバルな金融システムの安定に欠かせないと認定した

巨大金融機関であり、毎年1回見直されます。

【市場見通しと今後の運用方針】

全体として金融機関のファンダメンタルズは堅調さを維持すると考えられる一方で、ダウンサイドリスクにも留意する必要があると見ています。多くの大手銀行

は健全なバランスシートと資本水準に加え潤沢な流動性を維持しているものの、これまでの金融引き締めの累積効果および時間差効果により、融資基準の

厳格化や企業の資金需要の減速が確認されており、今後しばらくハイブリッド証券市場の変動性は全般的に高まると見ています。また、景気後退へと向かう

過程で不良債権の増加や調達コストの上昇が予想されます。そのため、今後のマクロ環境の悪化が個別発行体に与える影響に注視しつつ、保守的な運用

に心掛ける方針としています。

（債券の組入銘柄数：  101 銘柄）

発行体名 証券種別 クーポン(％) 償還日 国 通貨 比率(％)

1 プルデンシャル・ファイナンシャル 劣後債 6.750 2053/03/01 米国 米ドル 3.8

2 ウェルズ・ファーゴ 優先証券 3.900 - 米国 米ドル 3.3

3 トロント・ドミニオン銀行 CoCo債 8.125 2082/10/31 カナダ 米ドル 2.9

4 ソシエテ・ジェネラル CoCo債 8.000 - フランス 米ドル 2.6

5 バンク・オブ・アメリカ 優先証券 6.100 - 米国 米ドル 2.3

6 バンク・オブ・アメリカ 優先証券 6.500 - 米国 米ドル 2.2

7 UBSグループ CoCo債 7.000 - スイス 米ドル 2.2

8 ナットウエスト・グループ CoCo債 6.000 - 英国 米ドル 2.1

9 クレディ・アグリコル CoCo債 8.125 - フランス 米ドル 2.1

10 ＢＮＰパリバ CoCo債 9.250 - フランス 米ドル 2.1

日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド
クラスＡ受益証券／クラスＢ受益証券

証券種別組入比率 格付別組入比率国別組入比率

通貨別組入比率

業種別組入比率

ポートフォリオ特性 ご参考：ヘッジプレミアム/コスト

・各組入比率はファンドの純資産総額を100％として計算しています。四捨五入の関係で合計が100％にならないことがあります。・証券の売買や為替差損益など計理処理上

のタイミング等により、現金等の組入比率がマイナスになる場合があります。・格付別組入比率は、原則としてS&P、ムーディーズまたはフィッチの格付のうち、いずれか高い

ものを採用しています。・通貨別組入比率は有価証券の通貨別の内訳を表示しており、為替ヘッジ前の数値です。・「ポートフォリオ特性」は、Ｊ.Ｐ.モルガン・インベストメント・マ

ネージメント・インク（投資運用会社）のポートフォリオシステムの情報に基づき算出しています。・最終利回りとは、債券を満期まで所有した場合の受取り利子や償還差損益が、

投資元本に対して年何％になるかを表します。従って、実際の投資家利回りとは異なります。・平均最終利回りは、税金、手数料控除前です。・平均最終利回り（為替ヘッジ

後）は、平均最終利回り（為替ヘッジ前）から市場金利を参考に簡便的に算出した為替ヘッジコストを差し引いたものであり、実際の値とは異なります。・最終利回りとデュレー

ションは、期限前償還の可能性のある債券については、投資運用会社が想定される早期償還日などを考慮して独自に算出したものです。・平均格付とは、ファンドが保有して

いる有価証券に係る信用格付を加重平均したものであり、ファンドに係る信用格付ではありません。・「ご参考：ヘッジプレミアム/コスト」は日本円と各通貨の為替フォワード市

場から算出された短期金利で簡便的に計算したもので、実際の数値とは異なります。符号がプラスの場合はヘッジプレミアム、マイナスの場合はヘッジコストを示しています。

傾向を見るための参考値としてご参照ください。

・運用状況および市場見通しと今後の運用方針は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクの意見・見通しを反映しています。・ハイブリッド証券市場の動きは、

Bloomberg Global Capital Securities Index-Banking 50％およびBloomberg Global Contingent Capital Index-European Banks 40％およびBloomberg Global Capital

Securities Index-Insurance 10％（米ドルベース）で構成される複合インデックスを使用しています。

CoCo債(偶発転換社債) 39.6%
優先証券 38.1%
劣後債 16.3%

その他証券 1.0%
現金等 5.0%

合計 100.0%

A以上 8.8%
BBB 75.7%
BB 10.5%

B以下 0.0%
格付なし 0.0%
現金等 5.0%
合計 100.0%

銀行 78.8%
保険会社 12.8%

その他金融機関 2.9%
その他 0.5%
現金等 5.0%

合計 100.0%

平均最終利回り（為替ヘッジ前） 7.4%

平均最終利回り（為替ヘッジ後） 2.5%

平均クーポン 6.0%

平均デュレーション 3.4年

平均格付 BBB

米ドル 83.1%
ユーロ 10.8%
英ポンド 1.1%

その他通貨 0.0%

合計 95.00%

米ドル -5.47%
ユーロ -3.36%
英ポンド -4.68%

ポートフォリオの状況

組入上位10銘柄

運用状況等と今後の見通し

・比率はファンドの純資産総額を100％として計算しています。 ・上記銘柄には変動利付債が含まれることがあります。 ・クーポンは基準日時点の値を表示しています。

出所：ブルームバーグ

米国 46.2%
フランス 10.2%

英国 8.3%
スイス 7.1%
カナダ 5.1%

オランダ 4.0%
オーストラリア 3.6%

スペイン 3.2%
イタリア 1.9%

アイルランド 1.8%
フィンランド 1.7%

スウェーデン 1.2%
ベルギー 0.5%

ドイツ 0.3%

現金等 5.0%

合計 100.0%
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日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド
クラスＡ受益証券／クラスＢ受益証券

投資リスク

ファンドは、外貨建の公社債等を投資対象としています。ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられた公社債
等の値動き、為替相場の変動、金利や通貨価値の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
また、公社債等は、発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により値動きするため、ファンドの受益
証券1口当たり純資産価格も変動し、投資元本を割り込むことがあります。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。

主なリスク要因

ファンドのリスク要因は、上記に掲げられたリスク要因に限られません。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」、

または投資信託説明書（請求目論見書）の該当箇所をご参照ください。

【マクロ経済および金融機関のリスク】
マクロ経済の低迷は、ファンドが投資する金融債券の信用格付、投資収益および価値に悪影響を及ぼすことがあります。信用市場が流動性危機に
直面した場合、金融債券が想定よりも高い確率で債務不履行になることがあります。一部の国際的な金融機関は、再編、他の金融機関との合併、
（一部または全部の）国有化または破産に陥りました。一つの金融機関の破産は、ファンドに悪影響を及ぼすことがあり、また、それによりファンドへ
の金銭等の支払いが停止することがあります。一つまたは複数の金融機関の破産が、世界の信用市場に危機をもたらしたり、ファンドおよびその資
産に多大な影響を及ぼすことがあります。世界的な信用危機および金融機関の破綻の影響が、デリバティブ商品のさらなる規制や新たな会計規則
および自己資本規制の導入などの、厳しい規制につながる可能性があります。このような追加の規則および規制は、ファンドの収益および投資運用
会社がファンドの投資目的を達成する運用能力に悪影響を及ぼすおそれがあります。

【金利変動リスクおよび発行体の業績に関するリスク】
一般的に、金利が上昇し債券価格が低下すると、金融債券の価値に悪影響を及ぼすことがあります。発行体の企業業績の悪化も、同様に悪影響を
及ぼすことがあります。

【信用リスク】
金融債券の価格は、その信用力の影響を受けます。信用格付の引き上げは、信用力の向上を反映し、価格の上昇につながる可能性があります。
反対に、信用格付の引き下げは、信用力の低下を反映し、価格の下落につながる可能性があります。ただし、価格は、金融債券の信用格付に変化
がない場合においても、その信用力に対する市場の見方の変化に影響を受けることがあります。

【デフォルト・リスク】
金融債券の価格は、その元利金の支払いが適時にまたは全く行われなかった場合、著しく下落することが予想されます。

【信用格付のない発行体の金融債券のリスク】
投資運用会社は、信用格付を取得していない発行体の金融債券に投資を行うことができます。投資運用会社は、このような信用格付を取得してい
ない発行体の金融債券の購入に際しては、S&P、ムーディーズまたはフィッチが当該発行体に付与すると投資運用会社が考える信用格付を設定し
ますが、これは、S&P、ムーディーズまたはフィッチが当該発行体に当該信用格付を付与する可能性が高いもしくは付与するとの表明または当該金
融債券の関連発行体の信用力に関する表明を受益者に対して行うものではありません。信用格付を取得していない発行体の信用格付を設定する
ために投資運用会社が採用する手法は、S&P、ムーディーズまたはフィッチが発行体の信用格付のために通常採用する手法とは異なる、あるいは
劣る場合があります。

【偶発転換社債への投資に伴うリスク】
ファンドの投資対象には、偶発転換社債を含み、これには以下のようなリスクがあります。

≪他の種類の投資対象への転換≫

偶発転換社債の株式等への転換を生じさせる特定の事象（発行体、市場、規制または政治により引き起こされる事象等：トリガー）の発生により、
ファンドが投資する偶発転換社債が、最終的に金融債券ではない他の種類の投資対象となる場合があります。偶発転換社債が株式等に転換され
る場合、その元本は最終的にゼロとなって、関連する発行体の普通株式に転換されることがあります。その場合、ファンドは損失を被ることになりま
す。

≪上位債権者に対する劣後≫

偶発転換社債は、無担保である場合が多く、その発行体が清算されたり破たん処理に置かれたりした場合には、その偶発転換社債に関する請求
権は、同じ発行体の上位債権者に対して劣後します。偶発転換社債が株式に転換される前に発行体の清算または解散が開始された場合に、当該
発行体の保有する資産によって、より上位の債権者に対し全額を弁済できないときは、ファンドは損失を被ることになります。また、当該発行体が、
より上位の債権者に対しては全額を弁済できるものの、ファンドが投資した偶発転換社債およびそれと同順位の偶発転換社債に対して全額を弁済
するだけの資産がない場合、ファンドは損失を被ることになります。

≪トリガーの予測不可能性≫

トリガーの発生は、本質的に予測不可能であり、多数の要因に依拠し、その要因の多くは発行体が制御できないものです。したがって、そのような事
象が発生するか否か、およびその発生時期について予測することはできません。

【為替リスク】
ファンドが投資する証券およびその他の商品は、通常、円以外の通貨建てですが、受益証券は円建てです。投資対象の建値の通貨と円との間の為
替ヘッジを行う予定ですが、このようなヘッジが当該通貨と円との間の為替リスクを常に排除できる保証はありません。したがって、為替相場の変動
は、受益証券の価値に影響を及ぼす場合があります。

【流動性リスク】
流動性リスクとは、特定の投資対象を購入または売却することが困難になるリスクです。流動性が低い証券への投資は、有利な時期または価格で
売却することができないという可能性があるため、ファンドの収益を減少させる可能性があります。新興国の証券、デリバティブ商品、市場リスクまた
は信用リスクが大きい証券に投資を行う場合、ファンドは、極めて大きな流動性リスクにさらされることになります。

 3/6     |  本資料に記載されているリスク、費用、留意事項等を必ずご確認ください。



月次報告書 | 基準日：2023年4月28日

申込締切時間

ご換金（買戻し）代金

ご換金（買戻し）価格

ご換金（買戻し）単位

信託証書の日付（2014年5月12日）から149年間

その他

ご換金（買戻し）制限

ご購入・換金（買戻し）
申込受付の中止および取
消し

繰上償還等

信託期間

決算日

収益分配

課税関係

スイッチング

受益証券の申込みを行う投資者は、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、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込む旨を記載し
た申込書を提出します。

1口以上1口単位

買戻日における受益証券1口当たり純資産価格

※ 通常、買戻請求日の日本における翌営業日（買戻約定日）に判明する受益証券1口当たり純資産価格（日本においては、通

常、1万口当たりで公表されます。）。管理会社との協議に基づく受託会社の裁量により調整されることがあります。

原則として、日本における販売会社を通じて買戻請求が行われた日（買戻請求日）の日本における翌営業日（買戻約定日）から起
算して日本における4営業日目から支払われます。

午後4時（日本時間）までにお申込みが行われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み
受付分とします。

1日当たりでファンドの純資産総額の30%を超える換金（買戻し）のお申込みがあった場合については、換金（買戻し）が制限され
る場合があります。

管理会社は、受託会社と協議の上で、以下のいずれかの期間中、受益証券の購入および換金（買戻し）の申込みの受付を一時
的に停止することができます。
(a) ファンドの資産の一部が定期的に値付けもしくは取引される、証券取引所、商品取引所または店頭市場が閉鎖される（休日を
除きます。）場合またはこれらにおける取引が制限もしくは停止されている場合
(b) 換金（買戻し）代金の支払いまたは換金（買戻し）代金に充当するためのファンドの資産の売却がファンドの利益を損なうと管

理会社が受託会社と協議の上で判断した場合（ただし、いずれかの買戻日において合計でファンドが発行する受益証券の30%を
超える買戻請求を受けた場合には、管理会社が受託会社と協議することなく当該権限を行使することができることに、受託会社と
管理会社は合意しています。）
(c) ファンドが、換金（買戻し）代金を支払うための送金をすることができない期間、またはファンドの投資対象の一部の換金が当
面できないか当該換金に関連する資金の移転もしくは支払いを通常の価格もしくは通常の為替レートで行うことができないと管理
会社が受託会社と協議の上で判断する期間
(d) 1口当たり純資産価格を正確かつ適時に決定することができない場合

(e) 今後の買戻しに備えてファンドの資産の売却を適正に行うために必要である場合

(f) 管理会社が、受託会社からの通知を受けて、ファンド、受託会社、管理事務代行会社、保管会社、または投資運用会社に適用
されるマネー・ロンダリング防止法令または「顧客確認」法令を遵守するために停止が必要であると合理的に認める場合
(g) 管理会社が、受託会社と協議の上で、受益者全体の最善の利益になると判断する場合

ファンドは、以下のいずれかの事由等が生じた時点で償還します。
(a) ファンドを存続させることもしくはファンドを別の法域に移転することが、違法となる場合、または受託会社もしくは管理会社が
実行不可能、非経済的、不得策もしくは受益者の利益に反することとなると判断した場合
(b) 任意買戻しまたは強制買戻しによるかを問わず、すべての発行済の受益証券が買い戻される場合

なお、ファンドの純資産総額が10億円を下回った場合、強制買戻しが行われる場合があります。

毎年1月31日

年2回

原則として、毎年2月5日および8月5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分配を行い
ます。なお、将来の分配金およびその金額について保証するものではありません。

課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断により、これと異なる取扱いがなさ
れる可能性があります。

クラスA受益証券は、クラスB受益証券に転換（スイッチング）することはできません。クラスB受益証券は、ご購入から5年経過後、

所定の期間内に受益者の反対の意思表示がない限り、クラスA受益証券に転換手数料なしで転換されます。スイッチングに伴う
課税関係については、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

クラスA受益証券： 5億口以上1万口単位

クラスB受益証券： 50万口以上1万口単位

※ ファンドは、米国の居住者もしくは法人等、またはケイマン諸島の市民、居住者もしくは法人等に該当しない方に限り、ご購入で
きます。

ご購入（お申込）単位

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、購入申込日の日本における翌営業日（買付約定日）に判明する受益証券1口当たり純資産価格（日本においては、通

常、1万口当たりで公表されます。）。管理会社との協議に基づく受託会社の裁量により調整されることがあります。

※ お申込みは、販売会社の営業日に受け付けることができますが、販売会社による管理事務代行会社への発注はファンド営業
日でかつ販売会社の営業日である各日に行われます。「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの銀行営業日であり、かつニュー
ヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所および東京証券取引所の営業日（土曜日、日曜日および12月24日を除きます。）ならびに
／または受託会社が決定するその他の日をいいます。

ご購入（お申込）代金 原則として、日本における販売会社を通じて購入申込みが行われた日（購入申込日）の日本における翌営業日（買付約定日）から
起算して日本における4営業日目までにお支払いください。

日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド
クラスＡ受益証券／クラスＢ受益証券

お申込みメモ
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投資者が直接的に負担する費用

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

＜管理会社＞ JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド

＜投資運用会社＞ J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

＜受託会社＞ インタートラスト・エス・ピー・ヴィー（ケイマン）リミテッド

＜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

※ルクセンブルク法に基づき設立された法人です。

＜代行協会員／ SMBC日興証券株式会社

   日本における販売会社＞

クラスＡ受益証券 クラスＢ受益証券
ご購入（お申込）時手数料 ご購入時点では、ありません。

（注）管理会社は、ご購入金額の4.0％相当額を販売会社に対して支払
います。
ただし、ご購入後の保有期間に応じて、ご換金（買戻し）時に、後述の買
戻手数料（条件付後払申込手数料（CDSC）ともいいます。）がかかりま
す。

ご換金（買戻し）手数料 ご換金（買戻し）手数料はありません。 購入後の保有期間が5年未満の場合は、保有期間に応じて、ご購入価

格の4.0％～0.8％（日本の消費税はかかりません。）の条件付後払申

込手数料（CDSC）がかかります。

（※） 上記の「受益証券の購入後の経過年数」とは、当該受益証券に関
する、国内における買付約定日（同日を含みます。）から国内における買
戻約定日の前日（同日を含みます。）までの期間をいいます。
（注1） 投資者は、買戻価格から条件付後払申込手数料を差し引いた金

額を買戻し時に受領します。条件付後払申込手数料は、5年未満の期間
に買戻された受益証券のご購入価格に料率を適用して決定されます。
（注2） 条件付後払申込手数料の金額は、最も低い条件付後払申込手
数料率により計算されます。すなわち、投資者は、当該手数料の課せら
れないクラスB受益証券を最初に買戻し、その次に長く保有する受益証
券を次に買戻すものとみなされます。
（注3） クラスB受益証券の1口当たり純資産価格が、ご購入価格よりも
増額した場合、その増額分に条件付後払申込手数料が課せられること
はありません。
（注4） 条件付後払申込手数料は、管理会社に対して支払われるもので
あり、買戻手続を行う販売会社を通じて精算されます。

転換手数料 該当ありません。 転換手数料はありません。

クラスＡ受益証券 クラスＢ受益証券
管理報酬等 日々の純資産総額に対して、年率1.25％ 日々の純資産総額に対して、年率1.85％

受託報酬 毎年10,000米ドル

管理事務代行報酬
および保管報酬

※管理事務代行報酬については12,500ユーロ、保管報酬については3,000ユーロの年間最低報酬が適用されます。

その他の費用・手数料 その他の費用・手数料として、設立費用、目論見書等の作成、印刷費用、組み入れ証券の売買手数料、法的助言業務および会
計業務の報酬・費用、税金および行政関係諸費用等を、実費として、ファンドを通じて間接的にご負担いただいております。以上
のその他の費用・手数料については、実費であり、また、運用状況等により変動するものであることから、事前に料率・上限額等
を示すことができません。

日興グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド
クラスＡ受益証券／クラスＢ受益証券

ファンドの費用

ファンドの管理会社およびその他の関係法人

金融商品取引業者 関東財務局長（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・買戻しに関する業務を行います。

※投資者の皆様がご負担する費用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、あらかじめ表示することができません。

税金については、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

受益証券の購入後の経過年数（※) 条件付後払申込手数料(CDSC)

1年未満 4.0％

1年以上2年未満 3.2％

2年以上3年未満 2.4％

3年以上4年未満 1.6％

4年以上5年未満 0.8％

5年以上 なし

内訳 年率

管理報酬 0.10％

投資運用報酬 0.60％

代行協会員報酬 0.10％

販売報酬 0.45％

内訳 年率

管理報酬 0.10％

販売管理報酬 0.95％

投資運用報酬 0.60％

代行協会員報酬 0.10％

販売報酬 0.10％

純資産総額 管理事務代行報酬 保管報酬
500億円以下の部分 年率0.070％ 年率0.050％
500億円を超える部分 年率0.069％ 年率0.049％

お申込口数 お申込手数料

5億口以上10億口未満 0.825％（税抜0.75％）

10億口以上 0.55％（税抜0.50％）
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・収益分配は管理会社が運用状況等を勘案のうえ、実施の可否や分配水準の決定を行いますが、ファンドの分配金の水準は必ずしも計

算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、分配金はファンドの信託財産から支払われます。そのため、ファン

ドからの分配金の払い出しはファンドの純資産総額をその相当額減少させることとなりますので、分配金支払い後の1口当たり純資産価格

を下落させる要因となります。・当資料はSMBC日興証券株式会社が主として、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクを含む

関係各社から入手したデータ、もしくは信頼できると判断した情報に基づき、投資家の皆様にファンドへのご理解を高めていただくために作

成した販売用資料です。情報の正確性、完全性についてSMBC日興証券株式会社が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、お客さまご自身でご判断下さい。

本資料で使用している指数について

◼ 「Bloomberg®」およびブルームバーグの各インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者である

Bloomberg Index Services Limited（以下「BISL」）をはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマーク

であり、J.P.モルガン・アセット・マネジメントによる特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグはJ.P.モル

ガン・アセット・マネジメントとは提携しておらず、また、J.P.モルガン・アセット・マネジメントが設定する商品を承認、支持、レビュー、

推奨するものではありません。ブルームバーグは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントが設定する商品に関連するいかなるデータも

しくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
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