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シシュュロローーダダーー月月果果美美人人

繰上償還 運用報告書(全体版)
第174期 (決算日 2016年６月10日) 

第175期 (決算日 2016年７月11日) 

第176期 (決算日 2016年８月10日) 

第177期 (決算日 2016年９月12日) 

第178期 (決算日 2016年10月11日) 

第179期 (償還日 2016年11月10日)

受益者のみなさまへ 

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、「シュローダー月果美人」は、2016年11月10

日をもちまして繰上償還となりました。 

ここに、謹んで設定以来の運用状況と償還内容を

ご報告申し上げます。 

当ファンドをご愛顧いただいた皆様に心より感謝

申し上げるとともに、今後とも弊社投資信託につき

まして、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商 品 分 類 
追加型投信／海外／債券／特殊型（絶対
収益追求型） 

信 託 期 間 2001年11月30日から2016年11月10日まで

運 用 方 針 
信託財産の長期的な成長を図ることを目
標として運用を行います。 

主要投資対象 

当ファンド 
シュローダー月果美人マ
ザーファンド受益証券と
します。 

シュローダー 
月 果 美 人 
マザーファンド 

米国債と新興国ソブリン
債券とします。 

組 入 制 限 

当ファンドの 
シュローダー 
月 果 美 人 
マザーファンド 
組入上限比率 

制限を設けません。 

シ ュ ロ ー ダ ー 
月 果 美 人 
マザーファンドの 
株 式 お よ び 
外 貨 建 資 産 の 
組 入 上 限 比 率 

株式への投資割合は信託
財産の純資産総額の30％
以下とします。 
外貨建資産への投資割合
には制限を設けません。 

分 配 方 針 

毎決算時（毎月10日、ただし当該日が休
業日の場合は翌営業日）に、利子・配当収
入と売買益（評価損益を含みます。）等か
ら、基準価額の水準等を勘案し行います。
「自動けいぞく投資コース」の場合は、分
配金は税金を差引いた後、自動的に無手
数料で再投資されます。 

 

当運用報告書に関するお問い合わせ先 

・投資信託営業部 電話番号 03-5293-1323 

・受 付 時 間 9:00～17:00(土・日・祝日は除く) 
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シュローダー月果美人 

○ 近30期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額

債   券
組 入 比 率

債   券 
先 物 比 率 

純 資 産
総 額(分配落) 

税 込 み
分 配 金

期 中
騰 落 率

 円 銭 円 ％ ％ ％ 百万円

150期(2014年６月10日) 7,996    20 △0.1 95.2 － 1,755

151期(2014年７月10日) 7,997    20 0.3 95.0 － 1,621

152期(2014年８月11日) 7,886    20 △1.1 94.0 － 1,590

153期(2014年９月10日) 7,949    20 1.1 93.2 － 1,585

154期(2014年10月10日) 7,818    20 △1.4 96.4 － 1,547

155期(2014年11月10日) 7,750    20 △0.6 99.0 － 1,506

156期(2014年12月10日) 7,731    20 0.0 94.4 － 1,488

157期(2015年１月13日) 7,636    20 △1.0 95.8 － 1,464

158期(2015年２月10日) 7,576    20 △0.5 92.4 － 1,435

159期(2015年３月10日) 7,403    20 △2.0 91.8 － 1,394

160期(2015年４月10日) 7,466    20 1.1 99.4 － 1,393

161期(2015年５月11日) 7,420    20 △0.3 93.5 － 1,375

162期(2015年６月10日) 7,295    20 △1.4 96.2 － 1,341

163期(2015年７月10日) 7,238    20 △0.5 93.1 － 1,311

164期(2015年８月10日) 7,137    20 △1.1 94.9 － 1,225

165期(2015年９月10日) 7,050    20 △0.9 88.3 － 1,200

166期(2015年10月13日) 7,058    20 0.4 95.9 － 1,190

167期(2015年11月10日) 6,937    20 △1.4 95.2 － 1,144

168期(2015年12月10日) 6,884    20 △0.5 93.7 － 1,045

169期(2016年１月12日) 6,797    20 △1.0 91.5 － 1,017

170期(2016年２月10日) 6,863    20 1.3 89.7 － 1,011

171期(2016年３月10日) 6,984    20 2.1 92.2 － 1,025

172期(2016年４月11日) 7,082    20 1.7 89.4 － 1,033

173期(2016年５月10日) 7,064    20 0.0 83.3 － 1,025

174期(2016年６月10日) 7,095    20 0.7 92.5 － 1,019

175期(2016年７月11日) 7,111    20 0.5 88.0 － 1,018

176期(2016年８月10日) 7,252    20 2.3 90.1 － 1,026

177期(2016年９月12日) 7,109    20 △1.7 92.7 － 933

178期(2016年10月11日) 7,071    20 △0.3 96.8 － 899

(償還時) (償還価額)  

179期(2016年11月10日) 6,992.64 － △1.1 － － 872
 

（注） 基準（償還）価額、税込み分配金は１万口当たり。 

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、債券組入比率および債券先物比率は実質組入比率を表示しております。 

 

当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 
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シュローダー月果美人 

○当作成期中の基準価額と市況等の推移 

決 算 期 年 月 日
基 準 価 額 債   券 

組 入 比 率 
債   券
先 物 比 率 騰 落 率

第174期 

(期  首) 円 銭 ％ ％ ％

2016年５月10日 7,064   － 83.3 －

５月末 7,004   △0.8 94.2 －

(期  末)  

2016年６月10日 7,115   0.7 92.5 －

第175期 

(期  首)  

2016年６月10日 7,095   － 92.5 －

６月末 7,117   0.3 87.0 －

(期  末)  

2016年７月11日 7,131   0.5 88.0 －

第176期 

(期  首)  

2016年７月11日 7,111   － 88.0 －

７月末 7,108   △0.0 92.0 －

(期  末)  

2016年８月10日 7,272   2.3 90.1 －

第177期 

(期  首)  

2016年８月10日 7,252   － 90.1 －

８月末 7,109   △2.0 91.1 －

(期  末)  

2016年９月12日 7,129   △1.7 92.7 －

第178期 

(期  首)  

2016年９月12日 7,109   － 92.7 －

９月末 7,086   △0.3 92.3 －

(期  末)  

2016年10月11日 7,091   △0.3 96.8 －

第179期 

(期  首)  

2016年10月11日 7,071   － 96.8 －

10月末 7,003   △1.0 － －

(償還時) (償還価額)  

2016年11月10日 6,992.64 △1.1 － －
 

（注） 基準（償還）価額は１万口当たり。 

（注） 騰落率は期首比。 

（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、債券組入比率および債券先物比率は実質組入比率を表示しております。 

 

当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 
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シュローダー月果美人 

○設定以来の運用経過 (2001年11月30日～2016年11月10日) 

 
 

  
（注） 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ており、実際の基準価額と異なる場合があります。 

（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様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りま

すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注） 当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 

 

 

第１期（2001年11月30日から2002年１月10日まで） 

エマージング債券市況は、堅調な展開となりました。期首はまちまちの展開でスタートし、フィリピン等が非

常に堅調な動きを示した一方、ブラジル、ロシアなどは横ばいの推移となりました。12月中旬以降、アルゼン

チンの債券価格は、幾分軟調に推移し、他の市場の債券も上値の重い展開となりました。2002年に入ると、エ

マージング債券市場は上昇基調で取引が開始されました。 

 

第２期（2002年１月11日から2002年２月12日まで） 

エマージング債券市況は、引き続き堅調さを維持しました。期初においては、エマージング債券の米国債券と

の利回り格差は幾分か拡大しました。しかしその後は、全体的に堅調となり、米国債との利回り格差は縮小し

ました。 

 

第３期（2002年２月13日から2002年３月11日まで） 

エマージング債券市場は、堅調な動きとなりました。期末にむけ売買高は増加し、ヘッジファンドを含む様々

な投資家がエマージング債券に強い関心を示しました。しかし、当期の終盤には日本の株価上昇に伴う円の急

上昇、米国経済の底打ち観測による米国債の利回り上昇といったことが、当ファンドのパフォーマンスにとっ

てはマイナス要因となりました。   

設定以来の基準価額等の推移 

設定以来の投資環境 
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シュローダー月果美人 

第４期（2002年３月12日から2002年４月10日まで） 

エマージング債券市場は、引続き堅調な展開となりました。一方、米国金利が上昇傾向にあることから、エ

マージング債券と米国債の利回り格差はここ数年で も縮小した状況となりました。 

 

第５期（2002年４月11日から2002年５月10日まで） 

エマージング債券市況は、軟調な展開となりました。期首においては、堅調な推移を維持したものの、４月終

盤から軟化する展開となりました。一方、ファンダメンタルズの健全さ或いは改善が見られる国（フィリピン、

ベネズエラ、メキシコ、南アフリカ等）は、比較的堅調な動きとなりました。 

 

第６期（2002年５月11日から2002年６月10日まで） 

エマージング債券市況は、軟調な展開となりました。期初においては、エマージング債券は安定的な動きとな

りましたが、５月半ば頃からブラジル債及びエマージング債券の多くが売り圧力に押され軟調に推移しました。 

 

第７期（2002年６月11日から2002年７月10日まで） 

６月後半にかけて、エマージング債券は軟調な展開となり、一進一退のまま期末を迎えました。 

 

第８期（2002年７月11日から2002年８月12日まで） 

米国債が堅調に推移した一方、エマージング債券市況は引続き軟調な地合となりました。しかしながら、南ア

フリカ、ポーランド、中国などの組入債券が堅調となり、比較的堅調な動きとなりました。 

 

第９期（2002年８月13日から2002年９月10日まで） 

エマージング債券市況は、堅調な動きに転じました。米国債も引き続き堅調な推移となりました。 

 

第10期（2002年９月11日から2002年10月10日まで） 

エマージング債券市況は、軟調な展開となりました。しかしながら、９月末からエマージング債券は堅調さを

取り戻す動きとなり期末を迎えました。米国債市場は、堅調に推移しました。 

 

第11期（2002年10月11日から2002年11月11日まで） 

エマージング債券市況は、安定的な値動きとなりました。米国債は、10月半ば以降下落する場面がみられまし

たが、その後は落ち着きを取り戻す動きとなりました。 

 

第12期（2002年11月12日から2002年12月10日まで） 

エマージング債券市況は、堅調な動きを示しました。米国債市況は、期中弱含みの展開となりましたが、期末

にかけては強含みに転じた形で期末を迎えました。 

 

第13期（2002年12月11日から2003年１月10日まで） 

エマージング債券市況は、堅調な値動きとなりました。米国債市況は、期の初めから2002年の年末にかけて堅

調に推移しましたが、年明け以降弱含みの展開で期末を迎えました。 

 

第14期（2003年１月11日から2003年２月10日まで） 

エマージング債券市況は、小動きながら堅調な値動きとなりました。米国債市況は、年明けの下落局面から落

ち着きを取り戻し、今期は堅調な推移となりました。 
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シュローダー月果美人 

第15期（2003年２月11日から2003年３月10日まで） 

期初、エマージング債券はレンジ内での推移でしたが、期の後半は堅調な動きを示しました。米国債市況も堅

調に推移しました。 

 

第16期（2003年３月11日から2003年４月10日まで） 

エマージング債券は、変動性の高い相場展開から落ち着きを取り戻し全般的に堅調な動きとなりました。４月

に入るとリスク回避先として買い進まれてきた米国債を売る動きが見られました。 

 

第17期（2003年４月11日から2003年５月12日まで） 

エマージング債券市場は、堅調な動きとなりました。米国債市況は、期の後半まではレンジ内での動きとなり

ましたが、景気の現状は弱いとの見通しが強まり、５月に入ってから堅調な動きとなりました。 

 

第18期（2003年５月13日から2003年６月10日まで） 

エマージング債券市況は、期の前半は軟調な動きとなりましたが、その後反発し上昇基調で期末を迎えまし

た。米国債市況は、堅調な推移となりました。 

 

第19期（2003年６月11日から2003年７月10日まで） 

エマージング債券市況は、期初堅調な動きとなりましたが、その後反転し調整色を強める展開となりました。

米国債市況も期の初めにおいては堅調な動きとなったものの、６月半ば以降国債利回りが急上昇（債券価格は

下落）する展開となりました。 

 

第20期（2003年７月11日から2003年８月11日まで） 

エマージング債券市況は、軟調な動きとなりました。月末にかけては下落も顕著となりましたが、８月に入り

回復基調で推移し期末を迎えました。米国債市況は、前期に引き続き下落基調となりました。 

 

第21期（2003年８月12日から2003年９月10日まで） 

エマージング債券市場は、一定レンジ内での動きとなり、８月後半以降は薄い商いの中で堅調な推移となりま

した。米国債相場は、一定レンジ内での推移となりました。 

 

第22期（2003年９月11日から2003年10月10日まで） 

エマージング債券市況は、一定レンジ内での動きが続きましたが、期末にかけて堅調な動きに転じました。米

国債相場は、前期の終盤から反発（利回りは低下）基調での推移となりましたが、10月に入ると再び軟調（利

回りは上昇）な展開となりました。 

 

第23期（2003年10月11日から2003年11月10日まで） 

エマージング債券市況は、期の前半は軟調に推移し、その後は戻す展開となりました。米国債相場は、一時反

発（利回りは低下）する局面も見られましたが、通期では軟調な推移（利回りは上昇）となりました。 

 

第24期（2003年11月11日から2003年12月10日まで） 

エマージング債券市場は、堅調な推移を示しました。米国債相場は、レンジ内での推移となり底堅い動きとな

りました。 
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シュローダー月果美人 

第25期（2003年12月11日から2004年１月13日まで） 

エマージング債券市場は、期を通じて堅調な推移を示しました。米国債相場は、期の初めから堅調な動きと

なったものの、年明け直後に急落（利回りは上昇）する動きとなりました。しかしながら、その後米国債相場

は急反発（利回りは低下）し期末を迎えました。 

 

第26期（2004年１月14日から2004年２月10日まで） 

エマージング債券市場は、期を通じて軟調な推移を示しました。米国債相場は、前半堅調な動きとなり、その

後軟調に推移するものの、再び回復基調で期末を迎えました。 

 

第27期（2004年２月11日から2004年３月10日まで） 

エマージング債券市場は、通期で見るとプラスのリターンとなりました。米国債相場は、堅調な動きとなりま

した。 

 

第28期（2004年３月11日から2004年４月12日まで） 

エマージング債券市場は、軟調な推移となりました。米国債相場は、堅調な動きを続けていましたが、３月下

旬から軟調な動きに転じ、その後急落する展開となりました。 

 

第29期（2004年４月13日から2004年５月10日まで） 

エマージング債券市場は、大幅な下落となりました。米国債相場も軟調な動きを続け、その後期末にかけて急

落しました。 

 

第30期（2004年５月11日から2004年６月10日まで） 

期初、エマージング債券市場は軟調な動きとなりました。その後反発基調となり、期末にかけて横ばいの動き

となりました。米国債相場は、期の前半は堅調な動き（利回りは低下）となりましたが、後半は軟調な動き（利

回りは上昇）となりました。 

 

第31期（2004年６月11日から2004年７月12日まで） 

エマージング債券相場は、上昇基調を維持しました。米国債券相場は、上昇（利回りは低下）しました。 

 

第32期（2004年７月13日から2004年８月10日まで） 

エマージング債券相場は、前期に引き続き堅調に推移しました。米国債券市場は、上昇（金利は低下）しま

した。 

 

第33期（2004年８月11日から2004年９月10日まで） 

エマージング債券相場は、前期に引き続き堅調に推移しました。米国債券市場は、概ねボックス圏での推移と

なりました。 

 

第34期（2004年９月11日から2004年10月12日まで） 

エマージング債券相場は、前期に引き続き概ね堅調に推移しました。米国債市場は、ボックス圏での推移とな

りましたが、エマージング諸国の債券市場の対米国債スプレッド（利回り格差）は縮小基調となりました。 

 



品 名：90020_100834_179_05_シュローダー月果美人_653690.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：7 

― 7 ― 

シュローダー月果美人 

第35期（2004年10月13日から2004年11月10日まで） 

エマージング債券市場は、ボックス圏で推移しました。期初、エマージング諸国の債券価格が低迷し、スプ

レッド（対米国債利回り格差）は拡大傾向となりました。11月に入って、エマージング債券市場は回復傾向と

なり、スプレッドは縮小しました。 

 

第36期（2004年11月11日から2004年12月10日まで） 

エマージング債券市場は、堅調に推移しました。米国債券相場は、下落（金利上昇）基調となりましたが、そ

の後買い戻され再び上昇（金利は低下）基調に転じました。 

 

第37期（2004年12月11日から2005年１月11日まで） 

エマージング債券市場は、ボックス圏での推移となりました。米国債券相場は、弱含み（金利は上昇）で推移

しました。 

 

第38期（2005年１月12日から2005年２月10日まで） 

エマージング債券相場は、ほぼ期を通じて底堅い推移となりました。 

 

第39期（2005年２月11日から2005年３月10日まで） 

米国債券市場は、ほぼ期を通じて軟調に推移しました。エマージング債券市場も上値の重い相場展開が続きま

したが、スプレッド（対米国債利回り格差）は総じて縮小基調で推移しました。 

 

第40期（2005年３月11日から2005年４月11日まで） 

米国債券相場は、期首以来弱含みで推移しました。しかし、期末にかけては値を戻す展開となりました。エ

マージング債券市場は、一時大きく下落しましたが、その後は安定的に推移しました。 

 

第41期（2005年４月12日から2005年５月10日まで） 

米国債券相場は、概ね堅調に推移しました。エマージング債券市場は、振れ幅の大きな相場展開となりスプ

レッド（対米国債利回り格差）は急速に拡大しましたが、その後は堅調に推移しスプレッド（対米国債利回り

格差）も縮小基調となりました。 

 

第42期（2005年５月11日から2005年６月10日まで） 

エマージング債券市場は、概ね堅調に推移しました。スプレッド（対米国債利回り格差）は、振幅が比較的大

きいボックス圏での推移となりました。 

 

第43期（2005年６月11日から2005年７月11日まで） 

エマージング債券市場は、前期末から上昇しました。米国債券相場も一時的に買い上げられる局面がありまし

たが、その後はボックス圏での推移となりました。エマージング債券市場のスプレッド（対米国債利回り格差）

は、縮小基調で推移しました。 

 

第44期（2005年７月12日から2005年８月10日まで） 

米国債券相場は、ほぼ一貫して弱含みで推移し、長短金利ともに上昇しました。エマージング債券市場は、比

較的底堅い動きとなり、スプレッド（対米国債利回り格差）は縮小基調で推移しました。 
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第45期（2005年８月11日から2005年９月12日まで） 

エマージング債券市場は、前期末から上昇となりました。米国債券相場も堅調に推移しました。エマージング

債券市場の期中拡大したスプレッド（対米国債利回り格差）は、期末にかけて縮小に転じました。 

 

第46期（2005年９月13日から2005年10月11日まで） 

エマージング債券市場は、前期末から下落となりました。米国債券相場は、軟調に推移しました。エマージン

グ債券市場の相場は弱含み、スプレッド（対米国債利回り格差）も拡大に転じました。 

 

第47期（2005年10月12日から2005年11月10日まで） 

エマージング債券市場は、前期末から下落となりました。エマージング債券市場では、10月に入っての急速な

相場下落を経て、一旦反発が見られました。スプレッド（対米国債利回り格差）もこの動きを受けて縮小基調

が回復しました。 

 

第48期（2005年11月11日から2005年12月12日まで） 

エマージング債券市場は、堅調に推移しました。米国債券相場は、方向感に欠ける動きが続きました。エマー

ジング債券市場では、総じて薄い商いながら回復基調が続き、スプレッド（対米国債利回り格差）も縮小傾向

で推移しました。 

 

第49期（2005年12月13日から2006年１月10日まで） 

エマージング債券市場は、引き続き堅調に推移しました。米国債券相場も総じて良好な推移となりました。エ

マージング債券市場では、堅調な推移が続き、スプレッド（対米国債利回り格差）も縮小傾向で推移しました。 

 

第50期（2006年１月11日から2006年２月10日まで） 

エマージング債券市場は、前期と同じく堅調な推移が続きました。米国債券相場は、弱含むとともに長短金利

の逆転が見られました。エマージング債券市場では、相場は堅調に推移し、スプレッド（対米国債利回り格差）

も縮小基調で推移しました。 

 

第51期（2006年２月11日から2006年３月10日まで） 

エマージング債券市場は、一旦上昇した後に反落しました。米国債券相場は、売り圧力に押される展開となり

ました。期末にかけて、堅調地合が続いたエマージング債券市場も反落し、スプレッド（対米国債利回り格差）

も拡大基調に転じました。 

 

第52期（2006年３月11日から2006年４月10日まで） 

エマージング債券市場は、軟調に推移しました。米国の債券相場は下落し、金利は長短ともに上昇、10年国債

利回りは2002年以来の高水準に達しました。エマージング債券市場も弱含み推移したものの、スプレッド（対

米国債利回り格差）は横ばいの動きとなりました。 

 

第53期（2006年４月11日から2006年５月10日まで） 

エマージング債券市場は、概ね横這い基調で推移しました。米国債券相場は、ほぼ期を通じて弱含み、長短金

利ともに上昇しました。エマージング債券市場は、相対的には堅調な推移となり、スプレッド（対米国債利回

り格差）は縮小基調が継続しました。 
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第54期（2006年５月11日から2006年６月12日まで） 

エマージング債券市場は、下落基調で推移しました。米国債券市場では、長短金利が逆転しました。エマージ

ング債券市場では、相場は期を通じて弱含みに推移し、スプレッド（米国債との利回り較差）も拡大基調で推

移しました。 

 

第55期（2006年６月13日から2006年７月10日まで） 

エマージング債券市場は、前半は下落基調で推移しましたが、期の後半は上昇基調となりました。 

 

第56期（2006年７月11日から2006年８月10日まで） 

エマージング債券市場は、上昇し期を終えました。 

 

第57期（2006年８月11日から2006年９月11日まで） 

エマージング債券市場は、期初は上昇基調となりました。その後、やや軟調な相場展開となりましたが、８月

下旬に上昇しました。エマージング債のスプレッド（米国債との利回り較差）は、やや拡大して期を終えま

した。 

 

第58期（2006年９月12日から2006年10月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初は概ね横這いとなりましたが、その後相場は下落しました。９月下旬以降は、

上昇基調となりました。エマージング債のスプレッド（米国債との利回り較差）については、やや拡大して期

を終えました。 

 

第59期（2006年10月11日から2006年11月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初は上昇基調が継続しましたが、期末にかけて概ね横這いとなりました。エマー

ジング債のスプレッド（米国債との利回り較差）は、期を通じてやや縮小しました。 

 

第60期（2006年11月11日から2006年12月11日まで） 

エマージング債券市場は、期初はやや低調となりましたが、その後概ね安定した推移となり、期末にかけて僅

かに上昇する展開でした。エマージング債のスプレッド（米国債との利回り較差）は、期を通じてやや縮小し

ました。 

 

第61期（2006年12月12日から2007年１月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初より上昇（市場金利は低下）して始まりました。年明けの債券市場では、市場

金利が低下（債券価格は上昇）する展開でしたが、その後債券市場は反落しました。 

 

第62期（2007年１月11日から2007年２月13日まで） 

エマージング債券市場は、僅かに上昇しました。スプレッド（米国債との利回り較差）は、僅かに縮小しま

した。 

 

第63期（2007年２月14日から2007年３月12日まで） 

エマージング債券市場は、やや上昇となりました。スプレッド（米国債との利回り較差）は、前期末比拡大し

ました。 
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第64期（2007年３月13日から2007年４月10日まで） 

期初、エマージング債券相場は概ね良好に推移しました。期末に向けては、市場では先行き不透明感が増加し

ました。 

 

第65期（2007年４月11日から2007年５月10日まで） 

米ドル建て債券市場がマイナスの影響を受けましたが、その後総じて堅調な推移となりました。 

 

第66期（2007年５月11日から2007年６月11日まで） 

エマージング債券市場は、期首よりほぼ同水準にて推移する展開でしたが、その後低調となり、期末に向けて

軟調な推移となって期を終えました。 

 

第67期（2007年６月12日から2007年７月10日まで） 

期初よりエマージング債券市場は、調整に入りました。その後、落ち着きを取り戻し、期末に向けてほぼ同水

準にて推移する展開でした。 

 

第68期（2007年７月11日から2007年８月10日まで） 

エマージング債券市場は、７月下旬にかけて軟調に推移し、期末にかけてエマージング債券市場は下げ止まり

ました。 

 

第69期（2007年８月11日から2007年９月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりました。その後、堅調に推移しましたが、期末にかけて軟調に推移

しました。 

 

第70期（2007年９月11日から2007年10月10日まで） 

エマージング債券市場は、上昇して始まりました。その後期末にかけては、比較的堅調な動きで期を終えました。 

 

第71期（2007年10月11日から2007年11月12日まで） 

エマージング債券市場は、主にクレジット市場との相関が低い国（チリ、ポーランドおよびマレーシア等）が堅

調なパフォーマンスで始まりました。期末にかけて信用リスクの高いクレジット市場は、軟調に推移しました。 

 

第72期（2007年11月13日から2007年12月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落基調で始まりました。後半には、ほとんどの市場が回復し期末を迎えました。 

 

第73期（2007年12月11日から2008年１月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落基調で始まりました。その後、市場は反発に転じました。エマージング債券の

スプレッド（米国債に対する信用利回り格差）は、拡大して期末を迎えました。 

 

第74期（2008年１月11日から2008年２月12日まで） 

エマージング債券市場は、若干上昇基調で始まりましたが、後半は下落して期末を迎えました。 

 

第75期（2008年２月13日から2008年３月10日まで） 

エマージング債券市場は、弱含み基調で期末を迎えました。 
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第76期（2008年３月11日から2008年４月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初よりボラティリティ（価格変動性）の高い基調で始まり、若干上昇し期末を迎

えました。 

 

第77期（2008年４月11日から2008年５月12日まで） 

エマージング債券市場は、上昇基調で始まりましたが、若干下落し期末を迎えました。 

 

第78期（2008年５月13日から2008年６月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初より下落基調で始まり、その後、ボラティリティ（価格変動性）の低下が確認

されました。期末にかけて大半の外貨建てエマージング債券市場では、リスク回避の動きに繋がり、軟調に推

移して期末を迎えました。 

 

第79期（2008年６月11日から2008年７月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落基調で始まり、その後も軟調に推移し期末の取引を終えました。 

 

第80期（2008年７月11日から2008年８月11日まで） 

エマージング債券市場は、期初は弱含む局面もありましたが、その後は反発に転じました。期末にかけて、エ

マージング債券市場は軟調に推移しましたが、期を通しては価格が上昇しました。 

 

第81期（2008年８月12日から2008年９月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初より上昇して始まりました。その後、期末にかけて軟調に推移しましたが、期

を通しては価格が上昇しました。 

 

第82期（2008年９月11日から2008年10月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初より価格が下落して始まりました。その後も市場は軟調に推移し、期末にかけ

ては、エマージング債券市場は大幅に下落し期を終えました。 

 

第83期（2008年10月11日から2008年11月10日まで） 

エマージング債券市場は、価格が下落しました。月末にかけて、エマージング債券市場は価格が上昇しました

が、期末にかけては軟調に推移して期を終了しました。 

 

第84期（2008年11月11日から2008年12月10日まで） 

エマージング債券市場は、11月下旬にかけて軟調に推移しましたが、月末にかけては上昇しました。12月上旬

には軟調に推移したものの、期末にかけては上昇して終了しました。 

 

第85期（2008年12月11日から2009年１月13日まで） 

エマージング債券市場は、神経質な展開になっているものの、期を通しては上昇して終了しました。 

 

第86期（2009年１月14日から2009年２月10日まで） 

エマージング債券市場は、軟調に推移し、期を通しては下落して終了しました。 
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第87期（2009年２月11日から2009年３月10日まで） 

エマージング債券市場は、引続き軟調に推移し、期を通して下落して終了しました。 

 

第88期（2009年３月11日から2009年４月10日まで） 

エマージング債券市場は、期を通して堅調に推移しました。 

 

第89期（2009年４月11日から2009年５月11日まで） 

エマージング債券市場は、調整を見せる局面もありましたが、上昇して期を終えました。 

 

第90期（2009年５月12日から2009年６月10日まで） 

エマージング債券市場は、もみ合いの展開となり、月間ベースでは小幅上昇で月を終えました。 

 

第91期（2009年６月11日から2009年７月10日まで） 

エマージング債券市場は、概ね軟調に推移しました。７月に入るともみ合いの展開となりました。 

 

第92期（2009年７月11日から2009年８月10日まで） 

エマージング債券市場は、期を通して概ね好調に推移し、エマージング債券を始めとする資産価格の幅広い上

昇が見られました。 

 

第93期（2009年８月11日から2009年９月10日まで） 

エマージング債券市場は、小動きで推移したものの概ね好調に推移し、期末にかけて上昇して期を終えました。 

 

第94期（2009年９月11日から2009年10月13日まで） 

エマージング債券市場は、期初より上昇して始まりました。９月下旬以降10月の初めにかけて軟調に推移しま

した。その後期末にかけては、市場は反発に転じ上昇して期を終えました。 

 

第95期（2009年10月14日から2009年11月10日まで） 

エマージング債券市場は、10月末にかけて軟調に推移しました。期末にかけて小動きで推移し、期を通しては

下落して終えました。 

 

第96期（2009年11月11日から2009年12月10日まで） 

エマージング債券市場は、月末にかけて軟調に推移しましたが、期を通しては小幅上昇で終えました。 

 

第97期（2009年12月11日から2010年１月12日まで） 

エマージング債券市場は、小動きの展開となり、期を通しては小幅上昇で終えました。 

 

第98期（2010年１月13日から2010年２月10日まで） 

エマージング債券市場は、軟調に推移し、下落して期を終えました。 

 

第99期（2010年２月11日から2010年３月10日まで） 

エマージング債券市場は、緩やかながらも上昇基調を維持し、上昇して期を終えました。 
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第100期（2010年３月11日から2010年４月12日まで） 

エマージング債券市場は、月末にかけてはやや軟調な展開となりましたが、４月に入ると、同市場は小幅なが

らも上昇し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第101期（2010年４月13日から2010年５月10日まで） 

エマージング債券市場は、小幅な上昇で始まりました。４月下旬以降は軟調となり、期末にかけて急落し、期

を通しては下落して終えました。 

 

第102期（2010年５月11日から2010年６月10日まで） 

エマージング債券市場は、上昇して始まりました。その後、下旬にかけて反落しましたが、期を通しては小幅

に上昇して終えました。 

 

第103期（2010年６月11日から2010年７月12日まで） 

エマージング債券市場は、小幅な上昇傾向を維持し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第104期（2010年７月13日から2010年８月10日まで） 

エマージング債券市場は、資金流入の継続に下支えされる形で続伸し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第105期（2010年８月11日から2010年９月10日まで） 

エマージング債券市場は、小幅に下落して始まりました。その後反発しましたが、期を通しては下落して終え

ました。 

 

第106期（2010年９月11日から2010年10月12日まで） 

エマージング債券市場は、小幅に続伸し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第107期（2010年10月13日から2010年11月10日まで） 

エマージング債券市場は、弱含みを見せたものの、期を通しては小幅に上昇して終えました。 

 

第108期（2010年11月11日から2010年12月10日まで） 

エマージング債券市場は、好転する局面もあったものの軟調に推移し、期を通しては下落して終えました。 

 

第109期（2010年12月11日から2011年１月11日まで） 

エマージング債券市場は、小幅な値動きとなり、期を通しては小幅に下落して終えました。 

 

第110期（2011年１月12日から2011年２月10日まで） 

エマージング債券市場は、上昇して始まりましたが、その後軟調に推移し、期を通しては下落して終えました。 

 

第111期（2011年２月11日から2011年３月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりましたが、産油国の債券が続伸し、期を通しては小幅に上昇して終

えました。 
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第112期（2011年３月11日から2011年４月11日まで） 

エマージング債券市場は、期を通しては上昇して終えました。 

 

第113期（2011年４月12日から2011年５月10日まで） 

エマージング債券市場は、弱含む局面もあったものの、期末にかけて小幅に上昇し、期を通しては上昇して終

えました。 

 

第114期（2011年５月11日から2011年６月10日まで） 

エマージング債券市場は、小幅ながら上昇し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第115期（2011年６月11日から2011年７月11日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりました。その後小幅に上昇し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第116期（2011年７月12日から2011年８月10日まで） 

エマージング債券市場は、期末にかけて反落し、米国債との利回り格差が拡大しましたが、堅調に推移し、期

を通しては小幅に上昇して終えました。 

 

第117期（2011年８月11日から2011年９月12日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりました。その後底堅く推移し、期を通しては小幅に上昇して終えま

した。 

 

第118期（2011年９月13日から2011年10月11日まで） 

エマージング債券市場は、軟調に推移し、期末にかけて小幅に上昇したものの、期を通しては下落して終えま

した。 

 

第119期（2011年10月12日から2011年11月10日まで） 

エマージング債券市場は、上昇して始まり、その後も底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第120期（2011年11月11日から2011年12月12日まで） 

エマージング債券市場は、11月下旬にかけて下落しました。その後、反発に転じ期末にかけて底堅く推移した

ものの、期を通しては小幅に下落して終えました。 

 

第121期（2011年12月13日から2012年１月10日まで） 

エマージング債券市場は、軟調に推移し、期を通しては小幅に下落して終えました。 

 

第122期（2012年１月11日から2012年２月10日まで） 

エマージング債券市場は、底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第123期（2012年２月11日から2012年３月12日まで） 

エマージング債券市場は、底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。 
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第124期（2012年３月13日から2012年４月10日まで） 

エマージング債券市場は、上昇して始まりましたが、その後軟調に推移し、期を通しては下落して終えました。 

 

第125期（2012年４月11日から2012年５月10日まで） 

エマージング債券市場は、底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第126期（2012年５月11日から2012年６月11日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりました。その後、反発を見せたものの、期を通しては下落して終え

ました。 

 

第127期（2012年６月12日から2012年７月10日まで） 

エマージング債券市場は、小幅に上昇して始まりました。その後、一進一退の展開となり、期を通しては上昇

して終えました。 

 

第128期（2012年７月11日から2012年８月10日まで） 

エマージング債券市場は、続伸し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第129期（2012年８月11日から2012年９月10日まで） 

エマージング債券市場は、軟調に推移しました。その後、期末にかけて堅調に推移し、期を通しては上昇して

終えました。 

 

第130期（2012年９月11日から2012年10月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初以降９月末にかけてほぼ横ばいで推移しましたが、期を通しては上昇して終え

ました。 

 

第131期（2012年10月11日から2012年11月12日まで） 

エマージング債券市場は、期初以降10月中旬にかけて上昇しました。その後月末にかけては、軟調となりまし

たが、期末にかけて底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第132期（2012年11月13日から2012年12月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初以降11月下旬にかけて、軟調に推移しましたが、月末から期末にかけて底堅く

推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第133期（2012年12月11日から2013年１月10日まで） 

エマージング債券市場は、小幅に上昇して始まりましたが、期末にかけて市場は軟調となり、期を通しては小

幅に下落して終えました。 

 

第134期（2013年１月11日から2013年２月12日まで） 

エマージング債券市場は、底堅く推移しましたが、その後軟調に推移し、期を通しては下落して終えました。 
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第135期（2013年２月13日から2013年３月11日まで） 

エマージング債券市場は、底堅く推移する局面もありましたが、全体的に軟調に推移し、期を通しては下落し

て終えました。 

 

第136期（2013年３月12日から2013年４月10日まで） 

エマージング債券市場は、上昇しました。 

 

第137期（2013年４月11日から2013年５月10日まで） 

エマージング債券市場は、４月下旬にかけて軟調に推移しました。その後、期末にかけては概ね堅調に推移し、

期を通しては小幅に上昇して終えました。 

 

第138期（2013年５月11日から2013年６月10日まで） 

エマージング債券市場は、期を通して軟調に推移し下落して終えました。 

 

第139期（2013年６月11日から2013年７月10日まで） 

エマージング債券市場は、続落しました。期末にかけて反発を見せたものの、期を通しては下落して終えま

した。 

 

第140期（2013年７月11日から2013年８月12日まで） 

エマージング債券市場は、堅調に推移しました。７月末にかけては反落しましたが、期を通しては小幅に上昇

して終えました。 

 

第141期（2013年８月13日から2013年９月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりました。その後、小幅に反発したものの、期を通しては下落して終

えました。 

 

第142期（2013年９月11日から2013年10月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初以降概ね堅調に推移しました。９月末にかけて小幅ながら反落しましたが、期

末にかけて、底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第143期（2013年10月11日から2013年11月11日まで） 

エマージング債券市場は、期初以降堅調に推移しましたが、10月下旬以降月末にかけて下落しました。その後

も軟調に推移し、期を通しては下落して終えました。 

 

第144期（2013年11月12日から2013年12月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりました。その後、概ね底堅く推移したものの、期末にかけて軟調に

推移し、期を通しては小幅に下落して終えました。 

 

第145期（2013年12月11日から2014年１月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初以降堅調に推移しました。月末にかけては小幅ながらも下落しましたが、期末

にかけては底堅く推移し、期を通しては小幅に上昇して終えました。 

 



品 名：90020_100834_179_05_シュローダー月果美人_653690.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：17 

― 17 ― 

シュローダー月果美人 

第146期（2014年１月11日から2014年２月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初以降底堅く推移しました。月末にかけて下落し、期末にかけて反発したものの、

期を通しては小幅に下落して終えました。 

 

第147期（2014年２月11日から2014年３月10日まで） 

エマージング債券市場は、ほぼ横ばいの水準で推移しましたが、２月下旬以降期末にかけては底堅く推移し、

期を通しては上昇して終えました。 

 

第148期（2014年３月11日から2014年４月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりました。その後も軟調に推移しましたが、３月下旬以降月末にかけ

て反発し、４月以降も概ね堅調に推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

第149期（2014年４月11日から2014年５月12日まで） 

エマージング債券市場は、４月中旬にかけてほぼ横ばいの展開となりましたが、その後は概ね堅調に推移し、

期を通しては上昇して終えました。 

 

第150期（2014年５月13日から2014年６月10日まで） 

エマージング債券市場は、期を通して堅調に推移し上昇して終えました。 

 

第151期（2014年６月11日から2014年７月10日まで） 

エマージング債券市場は、６月中旬にかけて小幅に下落しましたが、月末にかけて反発しました。７月以降期

末にかけて底堅く推移し、期を通しては小幅に上昇して終えました。 

 

第152期（2014年７月11日から2014年８月11日まで） 

エマージング債券市場は、期を通じて軟調に推移し下落して終えました。 

 

第153期（2014年８月12日から2014年９月10日まで） 

エマージング債券市場は、上昇して始まりました。８月中旬以降月末にかけて堅調に推移し、その後期末にか

けて、軟調に推移したものの、期を通しては小幅に上昇して終えました。 

 

第154期（2014年９月11日から2014年10月10日まで） 

エマージング債券市場は、下落して始まりました。10月以降期末にかけては、概ね堅調に推移したものの、期

を通しては下落して終えました。 

 

第155期（2014年10月11日から2014年11月10日まで） 

エマージング債券市場は、期初以降堅調に推移しました。11月以降期末にかけては、概ね軟調に推移したもの

の、期を通しては小幅に上昇して終えました。 

 

第156期～第161期（2014年11月11日から2015年５月11日まで） 

当作成期初以降2014年12月中旬にかけて、エマージング債券市場は概ね軟調に推移しました。2015年２月上旬

にかけては概ね堅調に推移し、３月中旬にかけて軟調に推移しました。当作成期末にかけては堅調に推移し、

当作成期を通じては上昇して終えました。 
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第162期～第167期（2015年５月12日から2015年11月10日まで） 

当作成期初以降2015年６月末にかけて、エマージング債券市場は概ね軟調に推移しました。８月末にかけて概

ね底堅く推移し９月に入ると、軟調に推移しました。当作成期末にかけては概ね堅調に推移しましたが、当作

成期を通じては小幅に下落して終えました。 

 

第168期～第173期（2015年11月11日から2016年５月10日まで） 

当作成期初以降2015年12月上旬にかけて、エマージング債券市場は概ね堅調に推移しました。2016年１月中旬

にかけて軟調に推移しましたが、当作成期末にかけては概ね堅調に推移しました。当作成期を通じては上昇し

て終えました。 

 

第174期～第179期（2016年５月11日から2016年11月10日まで） 

当作成期初以降2016年７月上旬にかけて、米国の予想値を下回る雇用統計の結果を受け、米連邦準備制度理事

会（ＦＲＢ）による利上げ実施の可能性が低下し、先進国の債券の利回りは大きく低下しました。イギリスの

欧州連合（ＥＵ）離脱に関する不透明感も利回りの押し下げ要因となりました。 

７月中旬以降については、コモディティ価格の回復により、エマージング諸国の債券は概ね堅調に推移しまし

た。特にブラジルや、アルゼンチンにおいて顕著となりました。その後、米国では雇用統計が改善し、再び利

上げ期待が高まったこと、またイギリスにおけるインフレ期待の高まりを受けて、先進国市場の債券利回りは

上昇し、エマージング債券市場も下落しました。 

エマージング債券市場は、当作成期を通じては上昇して終えました。 
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（運用の概況は、当ファンドが主要投資対象としている、シュローダー月果美人マザーファンドのものです。） 

 

第１期（2001年11月30日から2002年１月10日まで） 

米国債の比率を高めにした運用を行いました。10,000円でスタートした基準価額は、10,770円（課税前分配金

込み）で期末を迎えました。収益分配金は、１万口当り課税前で90円とさせていただきました。 

 

第２期（2002年１月11日から2002年２月12日まで） 

米国債の組入れを高く維持しながら、メキシコ債の組入れを引上げました。南アフリカ共和国債を新たに組入

れました。基準価額は、10,869円（課税前分配金込み）で期末を迎えました。収益分配金は、１万口当り課税

前で60円とさせていただきました。 

 

第３期（2002年２月13日から2002年３月11日まで） 

エマージング債券の組入比率を引上げました。米国債券の比率を引下げる一方、ブラジル等の組入比率を引上

げ、ベネズエラへの投資を再開しました。基準価額は、10,508円（課税前分配金込み）で期末を迎えました。

収益分配金は、１万口当り課税前で60円とさせていただきました。 

 

第４期（2002年３月12日から2002年４月10日まで） 

ブルガリアの組入債券をすべて売却し、メキシコ、フィリピン等の組入比率を引下げ、償還期限の比較的短い

米国債の組入比率を引上げました。基準価額は、10,618円（課税前分配金込み）で期末を迎えました。収益分

配金は、１万口当り課税前で60円とさせていただきました。 

 

第５期（2002年４月11日から2002年５月10日まで） 

ブラジル、パキスタン、エクアドル、ウクライナの組入債券をすべて売却し、エマージング債券の組入比率を引下

げる一方、フィリピン、ベネズエラ、南アフリカ等は米国債とともに、組入比率を引上げました。基準価額は、10,451

円（課税前分配金込み）で期末を迎えました。収益分配金は、１万口当り課税前で60円とさせていただきました。 

 

第６期（2002年５月11日から2002年６月10日まで） 

エマージング債券への投資は低めとし、米国債を中心とした保守的な運用スタンスを維持し、米国債及びメキ

シコ、フィリピン、ベネズエラ、南アフリカの国債を購入しました。基準価額は、期末に10,117円（課税前分

配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で60円とさせていただきました。 

 

第７期（2002年６月11日から2002年７月10日まで） 

エマージング債券への投資比率を引下げ、米国債を中心とした保守的な運用スタンスを維持しました。ベネズ

エラ債券をすべて売却し、中国、ポーランドの債券を一部組入れました。基準価額は、期末に9,742円（課税

前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で60円とさせていただきました。 

 

第８期（2002年７月11日から2002年８月12日まで） 

エマージング債券への投資比率を低めに維持し、米国債を中心とした保守的な運用スタンスを維持しました。

中国、ポーランド、南アフリカの債券の組入れを増やしました。基準価額は、期末に9,987円（課税前分配金

込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきました。 
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第９期（2002年８月13日から2002年９月10日まで） 

米国債を中心とした保守的な運用スタンスを維持しました。ベトナムの国債を新規に組入れました。基準価額

は、期末に9,989円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせてい

ただきました。 

 

第10期（2002年９月11日から2002年10月10日まで） 

エマージング債券への投資比率は低めに維持し、米国債を中心とした保守的な運用スタンスを維持しました。

フィリピンへの投資比率を若干引上げました。基準価額は、期末に10,321円（課税前分配金込み）となりまし

た。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきました。 

 

第11期（2002年10月11日から2002年11月11日まで） 

米国債を中心とした保守的な運用スタンスを維持しましたが、米国債からエマージング債券（チリ、マレーシ

ア、ブルガリア、ロシア）への一部シフトを行い、メキシコへの組入比率を引下げました。基準価額は、期末

に10,105円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきま

した。 

 

第12期（2002年11月12日から2002年12月10日まで） 

米国債を中心とした保守的な運用スタンスを維持しましたが、前期に続きブルガリア、チリ、マレーシアと

いったエマージング債券の組入れを増やしました。基準価額は、期末に10,176円（課税前分配金込み）となり

ました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきました。 

 

第13期（2002年12月11日から2003年１月10日まで） 

米国債を中心とした保守的な運用スタンスを維持し、国別投資配分にも大きな変更はありませんでした。基準

価額は、期末に9,939円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせ

ていただきました。 

 

第14期（2003年１月11日から2003年２月10日まで） 

米国債を中心とした保守的な適用スタンスを維持し、新興国ソブリン債券の国別投資配分も財務信用力の高

さを重視した配分を維持しました。基準価額は、期末に10,078円（課税前分配金込み）となりました。収益分

配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきました。 

 

第15期（2003年２月11日から2003年３月10日まで） 

米国債を中心とし、ポートフォリオ全体の信用格付けを高位に保つ運用を維持しました。韓国の国債を新規に

組入れた他、メキシコ、フィリピンへの投資配分を増やしました。基準価額は、期末に9,912円（課税前分配

金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきました。 

 

第16期（2003年３月11日から2003年４月10日まで） 

米国債を残存期間の短いものへシフトし、エマージング債券も償還期限の長いものを中心に削減しました。ロ

シア国債をすべて売却しました。為替ヘッジはすべて解消しました。基準価額は、期末に10,089円（課税前分

配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきました。 

 



品 名：90020_100834_179_05_シュローダー月果美人_653690.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：21 

― 21 ― 

シュローダー月果美人 

第17期（2003年４月11日から2003年５月12日まで） 

前期に引き続き米国債の比率を高めとしました。今期も引き続き為替ヘッジは行いませんでした。 

基準価額は、期末に9,923円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円と

させていただきました。 

 

第18期（2003年５月13日から2003年６月10日まで） 

引き続き米国債の比率を高めとしました。当ファンドは３月半ばから解消していた為替ヘッジを再開しまし

た。基準価額は、期末に10,074円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50

円とさせていただきました。 

 

第19期（2003年６月11日から2003年７月10日まで） 

引き続き米国債の比率を高めにしました。アルゼンチン債券の一部を売却しました。基準価額は、期末に9,945

円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきました。 

 

第20期（2003年７月11日から2003年８月11日まで） 

引き続き米国債の比率を高位にしました。基準価額は、期末に9,862円（課税前分配金込み）となりました。

収益分配金は、１万口当り課税前で50円とさせていただきました。 

 

第21期（2003年８月12日から2003年９月10日まで） 

引き続き米国債の比率を高位にしました。為替ヘッジ比率の引上げを段階的に行いました。基準価額は、期末

に9,735円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきま

した。 

 

第22期（2003年９月11日から2003年10月10日まで） 

保守的な運用スタンスを継続しました。基準価額は、期末に9,439円（課税前分配金込み）となりました。収

益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第23期（2003年10月11日から2003年11月10日まで） 

保守的な運用スタンスを継続しました。アルゼンチン債の一部を売却しました。前期からの積極的な為替ヘッ

ジ方針を継続しました。基準価額は、期末に9,327円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１

万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第24期（2003年11月11日から2003年12月10日まで） 

米国債の一部をより長期のものへ入れ替えました。引き続き高水準の為替ヘッジ比率を維持しました。基準価

額は、期末に9,261円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り45円（税込み）とさせ

ていただきました。 

 

第25期（2003年12月11日から2004年１月13日まで） 

エマージング債券は、引き続き組入債券の質を重視した運用を継続しました。米国債は、前期に続きより償還

期限の長いものへ入れ替えました。引き続き高水準の為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末に

9,338円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り45円（税込み）とさせていただきま

した。 
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第26期（2004年１月14日から2004年２月10日まで） 

エマージング債券は、メキシコ、フィリピン国債、コートジボアール国債を一部削減しました。米国債は、償

還の長いものから短いものへの入れ替えを行いました。高水準の為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額

は、期末に9,244円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り45円（税込み）とさせて

いただきました。 

 

第27期（2004年２月11日から2004年３月10日まで） 

エマージング債券は、メキシコ、韓国、フィリピン国債の買い増しを行いました。米国債は、償還の短いもの

から長いものへシフトを一部行いました。期を通じ高い為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末に

9,421円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り45円（税込み）とさせていただきま

した。 

 

第28期（2004年３月11日から2004年４月12日まで） 

エマージング債券は、ベトナム、コートジボアール、ポーランド国債等を一部削減し、アルゼンチン国債の買

い増しを行いました。米国債は、30年国債、10年国債を削減し、償還期限の短いものへの入れ替えを行いまし

た。期を通じ高い為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末に9,177円（課税前分配金込み）となり

ました。収益分配金は、１万口当り45円（税込み）とさせていただきました。 

 

第29期（2004年４月13日から2004年５月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低下させる（デュレーションの短期化）

運用に努めました。メキシコ国債、南アフリカ国債の削減を行い、短期の米国債を購入しました。期を通じ高

い為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末に9,125円（課税前分配金込み）となりました。収益分

配金は、１万口当り45円（税込み）とさせていただきました。 

 

第30期（2004年５月11日から2004年６月10日まで） 

組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低下させる（デュレーションの短期化）運用に努め

ました。為替については、ヘッジ比率を一時引き下げましたが、５月終盤には再びヘッジ比率の引き上げを行

いました。基準価額は、期末に9,023円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税

前で45円とさせていただきました。 

 

第31期（2004年６月11日から2004年７月12日まで） 

組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。為替ヘッジについては、前月に

引き続き高水準のヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末に8,964円（課税前分配金込み）となりまし

た。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第32期（2004年７月13日から2004年８月10日まで） 

組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。為替ヘッジ比率を引き下げまし

た。基準価額は、期末に8,988円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45

円とさせていただきました。 
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第33期（2004年８月11日から2004年９月10日まで） 

組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。為替ヘッジ比率を引き上げまし

た。基準価額は、期末に8,939円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45

円とさせていただきました。 

 

第34期（2004年９月11日から2004年10月12日まで） 

組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。高い為替ヘッジ比率を維持しま

した。基準価額は、期末に8,904円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で

45円とさせていただきました。 

 

第35期（2004年10月13日から2004年11月10日まで） 

組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。段階的に為替ヘッジ比率を引上

げました。基準価額は、期末に8,786円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税

前で45円とさせていただきました。 

 

第36期（2004年11月11日から2004年12月10日まで） 

引き続き組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。段階的に為替ヘッジ比

率を引上げました。基準価額は、期末に8,735円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口

当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第37期（2004年12月11日から2005年１月11日まで） 

引き続き組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。前期に引き続き高位の

為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末に8,674円（課税前分配金込み）となりました。収益分配

金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第38期（2005年１月12日から2005年２月10日まで） 

引き続き組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。エマージング債券（新

興国ソブリン債券等）では、中国債の組入比率を引下げ、フィリピン債の組入比率を引上げました。前期に引

き続き高位の為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末には8,627円（課税前分配金込み）となりま

した。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第39期（2005年２月11日から2005年３月10日まで） 

引き続き組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。エマージング債券（新

興国ソブリン債券等）では、シンガポールやハンガリー、ポーランドの現地通貨建債券を組入れました。前期

に引き続き高位の為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末に8,545円（課税前分配金込み）となり

ました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第40期（2005年３月11日から2005年４月11日まで） 

引き続き組入債券の質を重視した運用を行いながら、金利感応度を低く維持しました。エマージング債券（新

興国ソブリン債券等）では、フィリピンの現地通貨建債券を組入れました。為替ヘッジ比率を大幅に引下げま

した。基準価額は、期末に8,656円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で

45円とさせていただきました。 
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第41期（2005年４月12日から2005年５月10日まで） 

引き続き組入債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利感応度を低く抑制し

ました。エマージング債券（新興国ソブリン債券等）では、ハンガリー、ポーランド、マレーシア及びフィリ

ピンの現地通貨建債券を組入れました。為替ヘッジについては、前期に引き続き低水準を維持しました。基準

価額は、期末に8,423円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせ

ていただきました。 

 

第42期（2005年５月11日から2005年６月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。エマージング債券（新興国ソブリン債券等）では、フィリピン債において、米ドル

建債券から現地通貨建債券への入替えを実施しました。為替ヘッジについては、ヘッジをほぼ完全に外した水

準にまで引下げました。基準価額は、期末に8,483円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１

万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第43期（2005年６月11日から2005年７月11日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。米国債を売却し残存期間の短いメキシコの現地通貨建債券を購入した一方で、ポー

ランドの現地通貨建ての長期債を売却しました。為替ヘッジについては、ヘッジをほぼ完全に外した水準を維

持継続しました。 

基準価額は、期末に8,835円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円と

させていただきました。 

 

第44期（2005年７月12日から2005年８月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。米国債を売却しインドネシアやメキシコ、ハンガリー、マレーシア等の現地通貨建

債券を購入、組入比率の引上げを継続しました。為替ヘッジについては、ヘッジ比率を段階的に引上げました。

基準価額は、期末に8,808円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円と

させていただきました。 

 

第45期（2005年８月11日から2005年９月12日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制し

た運用を継続しました。米国債の売却を継続し、インドネシアやポーランド、チェコ、マレーシア等の現地通貨

建債券を購入しました。為替ヘッジについては、ヘッジ比率を段階的に引上げました。基準価額は、期末に8,639

円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第46期（2005年９月13日から2005年10月11日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。メキシコ、チリ、ハンガリー、ポーランドの現地通貨建債券への投資比率を引下げ、

インドネシアの現地通貨建債券及び米国債への投資比率を引上げました。為替ヘッジ比率を段階的に引下げ

ました。基準価額は、期末に8,758円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前

で45円とさせていただきました。 
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第47期（2005年10月12日から2005年11月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。中国やマレーシア、フィリピンの米ドル建債券を一部売却しました。為替ヘッジ比

率を段階的に引下げました。基準価額は、期末に8,892円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、

１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第48期（2005年11月11日から2005年12月12日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。米国債の銘柄入替えを行った他、フィリピンの米ドル建債券を一部売却しました。

低位の為替ヘッジ比率を維持しました。基準価額は、期末に9,066円（課税前分配金込み）となりました。収

益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第49期（2005年12月13日から2006年１月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続した一方で、米国債券やメキシコ現地通貨建債券を売却し、ポーランドや韓国の現地通貨建債

券を購入しました。為替ヘッジ比率を大幅に引上げました。基準価額は、期末に8,873円（課税前分配金込み）

となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第50期（2006年１月11日から2006年２月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続した一方で、フィリピンの米ドル建長期債や残存期間の短いポーランドの現地通貨建債券を

売却し、同じく残存期間の短いスロバキアや韓国の現地通貨建債券を購入しました。為替ヘッジ比率をやや引

下げました。基準価額は、期末に8,972円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課

税前で45円とさせていただきました。 

 

第51期（2006年２月11日から2006年３月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。為替ヘッジ比率は、高位の水準を維持しました。基準価額は、期末に8,919円（課

税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第52期（2006年３月11日から2006年４月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。為替ヘッジ比率は、高位の水準を維持しました。基準価額は、期末に8,981円（課

税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第53期（2006年４月11日から2006年５月10日まで） 

引き続き組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リスクを低く抑制

した運用を継続しました。為替ヘッジ比率を引上げました。基準価額は、期末に8,954円（課税前分配金込み）

となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 
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第54期（2006年５月11日から2006年６月12日まで） 

相場の不安定感が増す中で、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率は、高位に維持し

ました。基準価額は、期末に8,619円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前

で45円とさせていただきました。 

 

第55期（2006年６月13日から2006年７月10日まで） 

相場が不安定感な動きを見せる中、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率は、高位に

維持しました。基準価額は、期末に8,663円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り

課税前で45円とさせていただきました。 

 

第56期（2006年７月11日から2006年８月10日まで） 

相場が堅調な動きを見せる中、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率は、高位としま

した。基準価額は、期末に8,668円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で

45円とさせていただきました。 

 

第57期（2006年８月11日から2006年９月11日まで） 

リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率は、比較的高位としました。基準価額は、期末

に8,688円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきま

した。 

 

第58期（2006年９月12日から2006年10月10日まで） 

リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジの比率調整を行いました。基準価額は、期末に8,706

円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第59期（2006年10月11日から2006年11月10日まで） 

リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジの比率調整を行いました。基準価額は、期末に8,743

円（課税前分配金込み）となりました。収益分配金は、１万口当り課税前で45円とさせていただきました。 

 

第60期（2006年11月11日から2006年12月11日まで） 

相場が比較的堅調な動きを見せる中、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジの比率調整を

行いました。基準価額は、期末に8,799円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口

当り45円（課税前）とさせていただきました。 

 

第61期（2006年12月12日から2007年１月10日まで） 

相場が比較的堅調な動きを見せる中、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジの比率調整を

行いました。基準価額は、期末に8,811円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口

当り45円（課税前）とさせていただきました。 

 

第62期（2007年１月11日から2007年２月13日まで） 

相場が比較的堅調な動きを見せる中、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジは、相場動向

を勘案しつつ運営を行いました。基準価額は、期末に8,733円（当期分配金込み、課税前）となりました。収

益分配金は、１万口当り45円（課税前）とさせていただきました。 
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第63期（2007年２月14日から2007年３月12日まで） 

相場が比較的堅調な動きを見せる中、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率は、高位

に保ちました。基準価額は、期末に8,663円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万

口当り45円（課税前）とさせていただきました。 

 

第64期（2007年３月13日から2007年４月10日まで） 

相場が比較的堅調な動きを見せる中、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率は、高位

に保ちました。基準価額は、期末に8,703円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万

口当り45円（課税前）とさせていただきました。 

 

第65期（2007年４月11日から2007年５月10日まで） 

相場が比較的堅調な動きを見せる中、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率は、高位

に保ちました。基準価額は、期末に8,727円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万

口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第66期（2007年５月11日から2007年６月11日まで） 

相場が期末に向けて低調となる中で、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率は、高位

に保ちました。基準価額は、期末に8,479円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万

口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第67期（2007年６月12日から2007年７月10日まで） 

相場が期末に向けて低調となる中で、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率をやや低

下させました。基準価額は、期末に8,530円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万

口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第68期（2007年７月11日から2007年８月10日まで） 

相場が期末に向けて低調となる中で、リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。為替ヘッジ比率をやや上

昇させました。基準価額は、期末に8,427円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万

口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第69期（2007年８月11日から2007年９月10日まで） 

リスクを極力抑制した運用方針で臨みました。コロンビアおよびペルー国債の一部、及び米国の短期債を売却

して米国10年債を買付けました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に8,368円（当期

分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第70期（2007年９月11日から2007年10月10日まで） 

ハンガリー・フォリントの保有分のうち、半分の為替ヘッジを解消しました。短期の米国債を売却し、長期の

韓国国債および短期のポーランド国債を一部買付けました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額

は、期末に8,419円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）と

させていただきました。 
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第71期（2007年10月11日から2007年11月12日まで） 

現地通貨の組入れ比率を引上げ、短期米国債を売却する一方で、長期米国債を組入れました。ハンガリー・

フォリントの為替ヘッジを解消しました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末には8,610

円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきま

した。 

 

第72期（2007年11月13日から2007年12月10日まで） 

10年物ハンガリー国債を売却し、デュレーションを短縮しました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基

準価額は、期末に8,601円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税

前）とさせていただきました。 

 

第73期（2007年12月11日から2008年１月10日まで） 

10年物シンガポール国債を売却し、マレーシア短期国債を購入しました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちまし

た。基準価額は、期末に8,632円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円

（課税前）とさせていただきました。 

 

第74期（2008年１月11日から2008年２月12日まで） 

ハンガリー国債を売却し、ファンドのデュレーションを長期化するべく、マレーシア国債を買い増しました。

為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に8,573円（当期分配金込み、課税前）となりまし

た。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第75期（2008年２月13日から2008年３月10日まで） 

現地通貨建ポーランド短期国債を低減しました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に

8,722円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていた

だきました。 

 

第76期（2008年３月11日から2008年４月10日まで） 

期の後半に米国債のデュレーションの短期化を図るべく、10年米国債を一部売却し、１年物米短期債を購入し

ました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に8,771円（当期分配金込み、課税前）と

なりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第77期（2008年４月11日から2008年５月12日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、米短期債の一部売却を行いました。為替ヘッジ比率は、高位に保

ちました。基準価額は、期末に8,628円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当

り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第78期（2008年５月13日から2008年６月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、チェコ国債を売却し、ペソ建て短期メキシコ債を購入しました。

為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に8,539円（当期分配金込み、課税前）となりまし

た。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 
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第79期（2008年６月11日から2008年７月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、ファンドのデュレーションを短めにするべく、米国長期債の組入

れを低減しました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に8,579円（当期分配金込み、

課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第80期（2008年７月11日から2008年８月11日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、南アフリカ国債の組入れを低減しました。為替ヘッジ比率は、高

位に保ちました。基準価額は、期末に8,403円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１

万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第81期（2008年８月12日から2008年９月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、マレーシアの現地通貨建て債券を一部売却しました。為替ヘッジ

比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に8,195円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分

配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第82期（2008年９月11日から2008年10月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、エマージング諸国現地通貨建て債券を一部売却し、米国債の組入

れを引上げることでリスク軽減を図りました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に

7,910円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていた

だきました。 

 

第83期（2008年10月11日から2008年11月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、前期に引続きエマージング諸国現地通貨建て債券を一部売却し、

米国債の組入れを引上げることで更なるリスク軽減を図りました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基

準価額は、期末に7,759円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税

前）とさせていただきました。 

 

第84期（2008年11月11日から2008年12月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、米国債の組入れを引下げ、キャッシュ比率を高めることで更なる

リスク軽減を図りました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に8,010円（当期分配金

込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第85期（2008年12月11日から2009年１月13日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、米国債の組入れを引下げ、メキシコ国債、南アフリカ短期国債等

を買付けました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に7,974円（当期分配金込み、課

税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 

 

第86期（2009年１月14日から2009年２月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、米ドル建てイラク国債を若干組入れたほか、インドネシア国債に

ついても一部買増しを実施しました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末に7,867円（当

期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせていただきました。 
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第87期（2009年２月11日から2009年３月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、マレーシア国債や韓国国債を全売却したほか、アジア通貨、メキ

シコ現地通貨建て債券の組入比率を引下げました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末

に7,660円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り25円（課税前）とさせてい

ただきました。 

 

第88期（2009年３月11日から2009年４月10日まで） 

主だった戦略の変更は行いませんでしたが、ポーランド、ハンガリー、シンガポール、チェコ、トルコの各通

貨およびハンガリー国債の組入れを引上げました。為替ヘッジ比率は、高位に保ちました。基準価額は、期末

に7,934円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り20円（課税前）とさせてい

ただきました。 

 

第89期（2009年４月11日から2009年５月11日まで） 

シンガポール、チェコ、韓国の各通貨および債券の組入れを一部引下げました。為替ヘッジ比率は、高位に保

ちました。基準価額は、期末に8,271円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当

り20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第90期（2009年５月12日から2009年６月10日まで） 

タイ、メキシコ、ブラジル等現地通貨およびタイの現地通貨建て債券の組入れを一部引上げました。為替ヘッ

ジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,396円（当期分配金込み、課税前）となり

ました。収益分配金は、１万口当り20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第91期（2009年６月11日から2009年７月10日まで） 

現金比率を一部引上げた一方、インドネシア、韓国、ブラジル等現地通貨建て債券の組入れを一部引下げまし

た。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,442円（当期分配金込み、課

税前）となりました。収益分配金は、１万口当り20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第92期（2009年７月11日から2009年８月10日まで） 

インドネシア、韓国、ブラジル等現地通貨建て債券の組入れを一部引下げました。為替ヘッジについては、ほ

ぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,684円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配

金は、１万口当り20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第93期（2009年８月11日から2009年９月10日まで） 

現金比率を一部引上げた一方、マレーシア等現地通貨建て債券の組入れを一部引下げました。為替ヘッジにつ

いては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,784円（当期分配金込み、課税前）となりました。

収益分配金は、１万口当り20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第94期（2009年９月11日から2009年10月13日まで） 

ウクライナ国債につき、全売却しました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、

期末に9,084円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り20円（課税前）とさせ

ていただきました。 
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第95期（2009年10月14日から2009年11月10日まで） 

韓国債券の組入れを引下げたほか、ロシア国債につき一部売却しました。為替ヘッジについては、ほぼフル

ヘッジとしました。基準価額は、期末に9,089円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、

１万口当り20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第96期（2009年11月11日から2009年12月10日まで） 

韓国債券および同国通貨の組入れを引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準

価額は、期末に9,018円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り20円（課税前）

とさせていただきました。 

 

第97期（2009年12月11日から2010年１月12日まで） 

米国債およびインドネシアを始めとするアジア債券の一部の組入れを引上げた一方、ロシアを始めとする東

欧諸国債券の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末

に9,028円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り20円（課税前）とさせてい

ただきました。 

 

第98期（2010年１月13日から2010年２月10日まで） 

東欧諸国債券につき、組入比率を大幅に引下げたほか、他のエマージング諸国債券についても組入れを引下げ

ました。一方、米国債の組入れを大幅に引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。

基準価額は、期末に8,937円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り20円（課

税前）とさせていただきました。 

 

第99期（2010年２月11日から2010年３月10日まで） 

東欧諸国債券につき、ロシア国債を一部買付けたものの、前月に引続き組入比率を低位に維持し、米国債の組

入れを高位に維持しました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,907円

（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第100期（2010年３月11日から2010年４月12日まで） 

米国債の組入れを高位に維持したものの、組入れを一部引下げました。一方、インドネシアおよびフィリピン

債券を新規に買付けました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,925円

（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第101期（2010年４月13日から2010年５月10日まで） 

米国債の組入れを高位に維持したものの、組入れを一部引下げました。ロシアおよびポーランド債券の一部を

売却し、インドネシアやタイ等の債券の組入れも引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとし

ました。基準価額は、期末に8,884円（当期分配金込み、課税前）となりました。収益分配金は、１万口当り

20円（課税前）とさせていただきました。 

 

第102期（2010年５月11日から2010年６月10日まで） 

慎重な投資スタンスを維持しました。フィリピン債券を全売却しました。為替ヘッジについては、ほぼフル

ヘッジとしました。基準価額は、期末に8,860円（当期分配金込み、課税前）となりました。 
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第103期（2010年６月11日から2010年７月12日まで） 

慎重な投資スタンスを維持しました。ハンガリー債券および同国通貨を全売却しました。為替ヘッジについて

は、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,843円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第104期（2010年７月13日から2010年８月10日まで） 

慎重な投資スタンスを維持しました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末

に8,842円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第105期（2010年８月11日から2010年９月10日まで） 

引き続き慎重な投資スタンスを維持しました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額

は、期末に8,883円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第106期（2010年９月11日から2010年10月12日まで） 

米国債の組入れを引下げ、エマージング諸国債券および通貨の組入れを引上げました。為替ヘッジについて

は、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,952円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第107期（2010年10月13日から2010年11月10日まで） 

米国債の組入れを更に引下げた一方、エマージング諸国債券および通貨の組入れを引上げました。為替ヘッジに

ついては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,899円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第108期（2010年11月11日から2010年12月10日まで） 

エマージング諸国債券を幅広く売却するなど、リスクを幅広く削減しました。為替ヘッジについては、ほぼフ

ルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,684円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第109期（2010年12月11日から2011年１月11日まで） 

南アフリカの組入れを若干引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、

期末に8,662円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第110期（2011年１月12日から2011年２月10日まで） 

マレーシア債券および通貨の組入れを引上げたほかロシア通貨を一部組入れました。一方、米国債および米ド

ル、インドネシア債券および同通貨の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしま

した。基準価額は、期末に8,635円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第111期（2011年２月11日から2011年３月10日まで） 

ロシア通貨の組入れを引上げ、米国債および米ドルの組入れを引続き一部引下げました。為替ヘッジについて

は、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,641円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第112期（2011年３月11日から2011年４月11日まで） 

マレーシアを始めとするアジアやハンガリーを始めとする東欧の債券および通貨の組入れを一部引上げ、米

国債および米ドルの組入れを引続き一部引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。

基準価額は、期末に8,700円（当期分配金込み、課税前）となりました。 
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第113期（2011年４月12日から2011年５月10日まで） 

ハンガリーや韓国等の債券および通貨の組入れを一部引上げ、米国債および米ドルの組入れを引続き一部引

下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,683円（当期分配金

込み、課税前）となりました。 

 

第114期（2011年５月11日から2011年６月10日まで） 

韓国の債券、および韓国やロシア通貨の組入れを一部引下げ、米国債および米ドルの組入れを一部引上げまし

た。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,672円（当期分配金込み、課

税前）となりました。 

 

第115期（2011年６月11日から2011年７月11日まで） 

インドネシア、フィリピンの債券およびロシア、フィリピンの通貨の組入れを一部引下げ、米国債および米ド

ルの組入れを一部引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に

8,609円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第116期（2011年７月12日から2011年８月10日まで） 

タイ、フィリピンの債券や通貨の組入れを一部引上げ、米国債や米ドルの組入れを一部引下げました。為替

ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,560円（当期分配金込み、課税前）と

なりました。 

 

第117期（2011年８月11日から2011年９月12日まで） 

インドネシア、マレーシアや韓国等の債券および通貨の組入れを引下げ、米国債や米ドルの組入れを引上げま

した。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,491円（当期分配金込み、

課税前）となりました。 

 

第118期（2011年９月13日から2011年10月11日まで） 

米国債や米ドルの組入れを引上げ、マレーシア、フィリピンや韓国等の債券および通貨の組入れをゼロとしま

した。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,420円（当期分配金込み、

課税前）となりました。 

 

第119期（2011年10月12日から2011年11月10日まで） 

ポートフォリオに大きな変更は行いませんでした。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準

価額は、期末に8,392円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第120期（2011年11月11日から2011年12月12日まで） 

ハンガリーの債券および通貨を売却しました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額

は、期末に8,347円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第121期（2011年12月13日から2012年１月10日まで） 

ポートフォリオの大きな変更は行いませんでした。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準

価額は、期末に8,303円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 



品 名：90020_100834_179_05_シュローダー月果美人_653690.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：34 

― 34 ― 

シュローダー月果美人 

第122期（2012年１月11日から2012年２月10日まで） 

南アフリカの現地通貨建て国債の組入れを若干引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしま

した。基準価額は、期末に8,271円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第123期（2012年２月11日から2012年３月12日まで） 

ハンガリーの現地通貨建て国債を組入れました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価

額は、期末に8,230円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第124期（2012年３月13日から2012年４月10日まで） 

タイの現地通貨建て国債につき、買い増しを行いました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。

基準価額は、期末に8,134円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第125期（2012年４月11日から2012年５月10日まで） 

タイおよびハンガリーの現地通貨建て国債の買い増しを行い、米国債を一部売却しました。為替ヘッジについ

ては、マザーファンドにおける資金異動の影響で、一時的に期末時点でヘッジ比率が低下しました。基準価額

は、期末に8,089円（当期分配金込み、課税前）となりました。 

 

第126期（2012年５月11日から2012年６月11日まで） 

タイおよびハンガリーの現地通貨建て国債の組入れを一部引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフル

ヘッジとしました。基準価額は、期末に7,990円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第127期（2012年６月12日から2012年７月10日まで） 

南アフリカおよびフィリピンの現地通貨建て国債の組入れを一部引上げました。為替ヘッジについては、ほぼ

フルヘッジとしました。基準価額は、期末に7,986円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第128期（2012年７月11日から2012年８月10日まで） 

米国債の組入れを一部引下げ、南アフリカの現地通貨建て国債の組入れを一部引上げました。為替ヘッジにつ

いては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,009円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第129期（2012年８月11日から2012年９月10日まで） 

南アフリカの現地通貨建て国債の組入れを一部引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしま

した。基準価額は、期末に8,007円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第130期（2012年９月11日から2012年10月10日まで） 

韓国、マレーシアおよびインドネシアの現地通貨建て国債を新たに組入れ、南アフリカの現地通貨建て国債お

よび米国債の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末

に8,019円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第131期（2012年10月11日から2012年11月12日まで） 

タイおよびハンガリーの現地通貨建て国債の組入れを引上げたほか、トルコの現地通貨建て国債を新たに組

入れ、チェコの現地通貨建て国債の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしまし

た。基準価額は、期末に8,008円（当期分配金込み、税引前）となりました。 
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第132期（2012年11月13日から2012年12月10日まで） 

米国債の組入れを引下げ、シンガポールやポーランドを始めとする現地通貨建て国債の組入れを引上げまし

た。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,151円（当期分配金込み、税

引前）となりました。 

 

第133期（2012年12月11日から2013年１月10日まで） 

韓国や南アフリカを始めとする現地通貨建て国債の組入れを引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフル

ヘッジとしました。基準価額は、期末に8,321円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第134期（2013年１月11日から2013年２月12日まで） 

タイ、中国やトルコを始めとする現地通貨建て国債の組入れを引上げ、ハンガリーや韓国を始めとする現地通

貨建て国債の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末

に8,370円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第135期（2013年２月13日から2013年３月11日まで） 

ハンガリーの現地通貨建て国債の組入れを引上げ、韓国の現地通貨建て国債を全売却しました。為替ヘッジに

ついては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,295円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第136期（2013年３月12日から2013年４月10日まで） 

タイやフィリピンを始めとする現地通貨建て国債の組入れを引下げ、米国債の組入れを引上げました。為替

ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,279円（当期分配金込み、税引前）と

なりました。 

 

第137期（2013年４月11日から2013年５月10日まで） 

ポーランドを始めとする現地通貨建て国債および米国短期債の組入れを引下げ、中国の現地通貨建て債券の

組入れを引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,322円（当

期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第138期（2013年５月11日から2013年６月10日まで） 

フィリピンや南アフリカを始めとする現地通貨建て国債の組入れを引下げ、米国債およびキャッシュの組入

れを引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,227円（当期

分配金込み、税引前）となりました。 

 

第139期（2013年６月11日から2013年７月10日まで） 

フィリピンを始めとする現地通貨建て国債の組入れを引下げ、米国債の組入れを引上げました。為替ヘッジ

については、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,137円（当期分配金込み、税引前）となりま

した。 

 

第140期（2013年７月11日から2013年８月12日まで） 

米国債の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に

8,126円（当期分配金込み、税引前）となりました。 
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第141期（2013年８月13日から2013年９月10日まで） 

南アフリカやトルコを始めとする現地通貨建て債券の組入れを引下げ、米国債の組入れを引上げました。為替

ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,032円（当期分配金込み、税引前）と

なりました。 

 
第142期（2013年９月11日から2013年10月10日まで） 

南アフリカやブラジルの現地通貨建て債券を再び買い付け、米国債の組入れを引下げました。為替ヘッジにつ

いては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,050円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第143期（2013年10月11日から2013年11月11日まで） 

南アフリカやブラジルの現地通貨建て債券の組入れを引上げ、米国債の組入れを引下げたほか、ロシアの現地

通貨を売却しました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,002円（当

期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第144期（2013年11月12日から2013年12月10日まで） 

ハンガリーの現地通貨建て債券の組入れを引上げ、ギリシャの現地通貨建て債券の組入れを引下げました。為

替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に7,962円（当期分配金込み、税引前）

となりました。 

 
第145期（2013年12月11日から2014年１月10日まで） 

南アフリカおよびフィリピンの現地通貨建て債券の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフル

ヘッジとしました。基準価額は、期末に7,946円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第146期（2014年１月11日から2014年２月10日まで） 

米国債の組入れを引下げた一方、キャッシュの組入れを引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッ

ジとしました。基準価額は、期末に7,860円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第147期（2014年２月11日から2014年３月10日まで） 

ブラジルを始めとする現地通貨建て債券の組入れを引上げ、米国債およびキャッシュの組入れを引下げまし

た。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に7,908円（当期分配金込み、税

引前）となりました。 

 

第148期（2014年３月11日から2014年４月10日まで） 

ブラジルを始めとする現地通貨建て債券の組入れを引上げ、シンガポールを始めとする現地通貨建て債券の

組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,047円（当

期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第149期（2014年４月11日から2014年５月12日まで） 

フィリピンの現地通貨建て債券の組入れを引上げ、キャッシュの組入れを引下げました。為替ヘッジについて

は、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,047円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

収益分配金につきましては、基準価額の水準等を考慮し、第144期以降第149期にかけては１万口当り課税前で

20円とさせていただきました。   



品 名：90020_100834_179_05_シュローダー月果美人_653690.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：37 

― 37 ― 

シュローダー月果美人 

第150期（2014年５月13日から2014年６月10日まで） 

ポーランドの現地通貨建て債券および米国債の組入れを引上げ、中国の現地通貨建て債券を全売却するなど、

組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に8,016円（当

期分配金込み、税引前）となりました。 

 
第151期（2014年６月11日から2014年７月10日まで） 

ロシアの債券を新規に組入れたほか、メキシコ債券の組入れを引上げました。米国長期債を一部売却したほ

か、ハンガリー債券の組入れを一部引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準

価額は、期末に8,017円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第152期（2014年７月11日から2014年８月11日まで） 

ロシアの債券を全売却したほか、チェコやシンガポールの現地通貨建て債券を売却し、リスク軽減を図る一

方、米国債の組入れを引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末

に7,906円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第153期（2014年８月12日から2014年９月10日まで） 

韓国の現地通貨建て債券を新規に買い付けたのを始めとして、エマージング債券の組入れを引上げ、米国債の

組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に7,969円（当

期分配金込み、税引前）となりました。 

 

第154期（2014年９月11日から2014年10月10日まで） 

ブラジルや韓国の現地通貨建て債券を全売却したほか、エマージング債券の組入れを大幅に引下げ、米国債の

組入れを引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。基準価額は、期末に7,838円（当

期分配金込み、税引前）となりました。 

 
第155期（2014年10月11日から2014年11月10日まで） 

マレーシアの現地通貨建て債券を新規に買い付けたほか、インドネシアの現地通貨建て債券を買い増すなど、

エマージング債券の組入比率を引上げた一方、米国債の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼ

フルヘッジとしました。基準価額は、期末に7,770円（当期分配金込み、税引前）となりました。 

 

収益分配金につきましては、基準価額の水準等を考慮し、第150期以降第155期にかけては１万口当り課税前で

20円とさせていただきました。 

 
 

第156期～第161期（2014年11月11日から2015年５月11日まで） 

当作成期間中、ロシアの現地通貨建て債券を新規に買い付けたほか、ブラジルやマレーシア債券の組入れを引

上げた一方、インドネシア、ベトナムやタイの債券の組入れを引下げました。為替ヘッジについては、ほぼフ

ルヘッジとしました。 

当作成期首7,750円でスタートした基準価額は、7,540円（分配金込み）で当作成期（第161期）末を迎えまし

た。当作成期、好調に推移した米国長期債やロシア債券、およびフィリピン、メキシコやインドネシアを始め

とするエマージング債券の組入れがプラス寄与となりました。一方、ブラジル債券の組入れがマイナスに影響

しました。 

当作成期の収益分配金は、各期１万口当たり20円（税引前）とさせていただきました。   
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第162期～第167期（2015年５月12日から2015年11月10日まで） 

当作成期間中、タイおよびベトナムの現地通貨建て債券を全売却し、チェコおよび韓国の現地通貨建て債券を

新規に買い付けたほか、米国債の組入れを引上げました。為替ヘッジについては、ほぼフルヘッジとしました。 

当作成期首7,420円でスタートした基準価額は、7,057円（分配金込み）で当作成期（第167期）末を迎えまし

た。当作成期ブラジルを始めとするラテンアメリカ諸国の債券およびハンガリー、ロシアやインドネシアを始

めとするエマージング諸国の長期債の組入れがマイナスの影響となりました。一方、フィリピンを始めとする

エマージング諸国の短期債の組入れがプラスに寄与しました。当作成期の収益分配金は、各期１万口当たり20

円（税引前）とさせていただきました。 

 

第168期～第173期（2015年11月11日から2016年５月10日まで） 

当作成期間中、ウクライナ、コロンビアおよびアルゼンチンの米ドル建て債券を新規に買い付け、米国債の組

入れを大幅に引下げたほか、ポーランド、チェコやフィリピンの現地通貨建て債券を売却しました。為替ヘッ

ジについては、ほぼフルヘッジとしました。 

当作成期首6,937円でスタートした基準価額は、7,184円（分配金込み）で当作成期（第173期）末を迎えまし

た。当作成期、好調に推移したロシア、コロンビアやメキシコの債券、および利回りが低下した米国債の組入

れがプラスに寄与しました。一方、南アフリカの債券の組入れが、マイナスの影響となりました。 

当作成期の収益分配金は、各期１万口当たり20円（税引前）とさせていただきました。 

 

第174期～第179期（2016年５月11日から2016年11月10日まで） 

当作成期初以降、ハンガリー、ウクライナの債券を売却した一方、韓国、ブラジルやアルゼンチンなどの債券

を買い付けました。2016年９月以降は11月の償還に備え、組入れていた債券を順次売却し、現金化しました。 

当作成期首7,064円でスタートした基準価額は、6,992円64銭で償還日を迎え、当作成期首比0.4％（分配金再

投資ベース）の上昇となりました。当作成期、概ね全ての保有銘柄においてファンドにプラス寄与となり、特

にブラジル、ロシア、インドネシア、南アフリカ、メキシコの債券の組入れがファンドのパフォーマンスに大

きくプラスに寄与しました。その他利回りが低めの東欧、アジアおよび米国の債券についても、プラスに寄与

しました。 
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収益分配金につきましては、基準価額の水準等を考慮し、第174期から第178期は、1万口当たり課税前で20

円とさせていただきました。なお、留保益については、特に制限を設けず、当社の判断に基づき、元本部分と

同一の運用を行いました。 

 

○分配原資の内訳 
 （単位：円、１万口当たり、税込み） 

項 目 
第174期 第175期 第176期 第177期 第178期 

2016年５月11日～ 
2016年６月10日 

2016年６月11日～
2016年７月11日

2016年７月12日～
2016年８月10日

2016年８月11日～
2016年９月12日

2016年９月13日～ 
2016年10月11日 

当期分配金 20  20 20 20 20  

(対基準価額比率) 0.281％ 0.280％ 0.275％ 0.281％ 0.282％ 

 当期の収益 20  20 20 15 11  

 当期の収益以外 －  － － 4 8  

翌期繰越分配対象額 130  143 148 143 135  
 

（注） 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） 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。 

 

当ファンドは2016年11月10日をもちまして償還を迎えました。長らくのご支援、保有ありがとうございま

した。 

  

分配金 
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○１万口当たりの費用明細 (2016年５月11日～2016年11月10日) 

項 目 
第174期～第179期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 72  1.024 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） (38)  (0.544) ・ファンドの運用判断、受託会社への指図 
・基準価額の算出ならびに公表 
・運用報告書・有価証券報告書等法定書面の作成、および受益者への情報提供
 資料の作成等 

 （ 販 売 会 社 ） (31)  (0.436) ・運用報告書等各種書類の交付 
・口座内でのファンドの管理、および受益者への情報提供等 

 （ 受 託 会 社 ） ( 3)  (0.044) ・ファンドの財産保管・管理 
・委託会社からの指図の実行等 

（b） そ の 他 費 用 18   0.255  (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） (16)  (0.226) ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
 送金・資産の移転等に要する費用 

 （ 監 査 費 用 ） (－)  (   －) ・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 

 （ 印 刷 費 用 ） ( 2)  (0.027) ・印刷費用は、印刷会社等に支払う運用報告書作成等に係る費用 

 （ そ の 他 ） ( 0)  (0.002) ・その他は、グローバルな取引主体識別子（ＬＥＩ：Legal Entity Identifier）
 登録費用等 

 合 計 90   1.279   

作成期間の平均基準価額は、7,071円です。  

 
（注） 作成期間の費用（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） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注）その他費用は、このファンドが組入れている親投資信託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） 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。 

（注） 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）を作成期間の平均基準価額で除して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あります。 
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○売買及び取引の状況 (2016年５月11日～2016年11月10日) 

 

銘 柄 
第174期～第179期 

設 定 解 約 
口 数 金 額 口 数 金 額 

 千口 千円 千口 千円
シュローダー月果美人マザーファンド 112 199 590,740 1,046,882

 
（注） 単位未満は切捨て。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2016年５月11日～2016年11月10日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○組入資産の明細 (2016年11月10日現在) 

 

 2016年11月10日現在、有価証券等の組入れはございません。 

 

 

銘 柄 
第173期末 

口 数 

 千口

シュローダー月果美人マザーファンド 590,627
 

（注） 単位未満は切捨て。 

 

  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

親投資信託残高 
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○投資信託財産の構成 (2016年11月10日現在) 

項 目 
償 還 時 

評 価 額 比 率 

 千円 ％

コール・ローン等、その他 873,946 100.0

投資信託財産総額 873,946 100.0
 

（注） 金額の単位未満は切捨て。 

 

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況 

項 目 
第174期末 第175期末 第176期末 第177期末 第178期末 償 還 時 

2016年６月10日現在 2016年７月11日現在 2016年８月10日現在 2016年９月12日現在 2016年10月11日現在 2016年11月10日現在

  円 円 円 円 円 円

(A) 資産 1,024,916,271   1,022,863,091  1,030,843,569  938,269,764  904,010,061   873,946,172  

 コール・ローン等 －   －  －  －  －   873,946,172  

 シュローダー月果美人マザーファンド(評価額) 1,023,987,811   1,022,848,351  1,030,843,569  937,909,764  904,010,061   －  

 未収入金 928,460   14,740  －  360,000  －   －  

(B) 負債 5,600,514   4,670,664  4,570,456  4,844,075  4,058,336   1,863,147  

 未払収益分配金 2,873,311   2,863,730  2,830,269  2,626,045  2,545,520   －  

 未払解約金 928,460   14,740  －  360,000  －   349,680  

 未払信託報酬 1,752,164   1,745,787  1,695,125  1,809,915  1,473,640   1,474,269  

 その他未払費用 46,579   46,407  45,062  48,115  39,176   39,198  

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 1,019,315,757   1,018,192,427  1,026,273,113  933,425,689  899,951,725   872,083,025  

 元本 1,436,655,762   1,431,865,443  1,415,134,869  1,313,022,596  1,272,760,013   1,247,143,508  

 次期繰越損益金 △  417,340,005   △  413,673,016  △  388,861,756  △  379,596,907  △  372,808,288   －  

 償還差損金 －   －  －  －  －   △  375,060,483  

(D) 受益権総口数 1,436,655,762口 1,431,865,443口 1,415,134,869口 1,313,022,596口 1,272,760,013口 1,247,143,508口

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 7,095円 7,111円 7,252円 7,109円 7,071円 －  

 １万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ) －   －  －  －  －   6,992円64銭
 

［元本増減－第174期から第179期］ 

第174期首元本額 1,451,305,115円 

第174～第179期中追加設定元本額 1,026,401円 

第174～第179期中一部解約元本額 205,188,008円 
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○損益の状況 

項 目 
第174期 第175期 第176期 第177期 第178期 第179期 

2016年５月11日～ 
2016年６月10日 

2016年６月11日～
2016年７月11日

2016年７月12日～
2016年８月10日

2016年８月11日～
2016年９月12日

2016年９月13日～ 
2016年10月11日 

2016年10月12日～
2016年11月10日

  円 円 円 円 円 円

(A) 有価証券売買損益 9,145,915   6,931,462  24,547,738  △ 14,310,160  △    792,576   △  8,242,234  

 売買益 9,227,955   7,020,539  24,585,713  449,592  21,742   131,788  

 売買損 △     82,040   △     89,077  △     37,975  △ 14,759,752  △    814,318   △  8,374,022  

(B) 信託報酬等 △  1,798,743   △  1,792,194  △  1,740,187  △  1,858,030  △  1,512,816   △  1,513,467  

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 7,347,172   5,139,268  22,807,551  △ 16,168,190  △  2,305,392   △  9,755,701  

(D) 前期繰越損益金 △249,749,767   △244,432,435  △239,278,026  △203,455,064  △215,410,097   △215,807,246  

(E) 追加信託差損益金 △172,064,099   △171,516,119  △169,561,012  △157,347,608  △152,547,279   △149,497,536  

 (配当等相当額) (      281,257)  (      282,553) (      283,630) (      265,626) (      259,782)  (      256,356) 

 (売買損益相当額) (△172,345,356)  (△171,798,672) (△169,844,642) (△157,613,234) (△152,807,061)  (△149,753,892) 

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) △414,466,694   △410,809,286  △386,031,487  △376,970,862  △370,262,768   －  

(G) 収益分配金 △  2,873,311   △  2,863,730  △  2,830,269  △  2,626,045  △  2,545,520   －  

 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) △417,340,005   △413,673,016  △388,861,756  △379,596,907  △372,808,288   －  

 償還差損金(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｇ) －   －  －  －  －   △375,060,483  

 追加信託差損益金 △172,064,099   △171,516,119  △169,561,012  △157,347,608  △152,547,279   －  

 (配当等相当額) (      281,570)  (      282,795) (      284,085) (      265,902) (      260,002)  (           －) 

 (売買損益相当額) (△172,345,669)  (△171,798,914) (△169,845,097) (△157,613,510) (△152,807,281)  (           －) 

 分配準備積立金 18,410,828   20,304,700  20,736,948  18,589,629  16,987,115   －  

 繰越損益金 △263,686,734   △262,461,597  △240,037,692  △240,838,928  △237,248,124   －  
 

（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 

（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 

（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

 

項 目 第174期 第175期 第176期 第177期 第178期 

(a) 配当等収益(費用控除後) 3,188,360円 4,820,913円 3,503,908円 1,977,082円 1,515,060円 

(b) 有価証券等損益額(費用控除後) 0円 0円 0円 0円 0円 

(c) 信託約款に規定する収益調整金 281,570円 282,795円 284,085円 265,902円 260,002円 

(d) 信託約款に規定する分配準備積立金 18,095,779円 18,347,517円 20,063,309円 19,238,592円 18,017,575円 

(e) 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 21,565,709円 23,451,225円 23,851,302円 21,481,576円 19,792,637円 

 ( １ 万 口 当 た り ) 150円 163円 168円 163円 155円 

(f) 収 益 分 配 金 額 2,873,311円 2,863,730円 2,830,269円 2,626,045円 2,545,520円 

 ( １ 万 口 当 た り ) 20円 20円 20円 20円 20円 

 

（注） 当ファンドは、マザーファンドにおいて運用の指図権限の一部をシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに委

託しております。その費用として、委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬

額を支払っております。 
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シュローダー月果美人 

○投資信託財産運用総括表 
 

信 託 期 間 
投資信託契約締結日 2001年11月30日 投資信託契約終了時の状況 

投資信託契約終了日 2016年11月10日 資 産 総 額 873,946,172円

区   分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
負 債 総 額 1,863,147円

純 資 産 総 額 872,083,025円

受益権口数 1,698,550,000口 1,247,143,508口 △451,406,492口 受 益 権 口 数 1,247,143,508口

元 本 額 1,698,550,000円 1,247,143,508円 △451,406,492円 １万口当たり償還金 6,992円64銭

毎計算期末の状況 

計 算 期 元 本 額 純資産総額 基準価額 
１万口当たり分配金 

金   額 分 配 率 

第１期 3,251,250,000円 3,472,235,419円 10,680円 90円 0.90％

第２期 5,220,380,000   5,642,603,363  10,809  60   0.60  

第３期 7,784,520,000   8,133,545,654  10,448  60   0.60  

第４期 9,765,850,000   10,310,547,389  10,558  60   0.60  

第５期 12,663,570,000   13,158,919,707  10,391  60   0.60  

第６期 14,772,710,000   14,857,534,344  10,057  60   0.60  

第７期 17,545,550,000   16,988,377,703  9,682  60   0.60  

第８期 20,435,970,000   20,307,322,222  9,937  50   0.50  

第９期 21,825,690,000   21,693,642,572  9,939  50   0.50  

第10期 23,180,550,000   23,807,967,686  10,271  50   0.50  

第11期 24,420,070,000   24,555,031,474  10,055  50   0.50  

第12期 26,570,120,000   26,904,098,251  10,126  50   0.50  

第13期 28,539,560,000   28,221,759,818  9,889  50   0.50  

第14期 30,854,730,000   30,940,146,552  10,028  50   0.50  

第15期 32,523,030,000   32,073,653,561  9,862  50   0.50  

第16期 34,118,540,000   34,250,868,724  10,039  50   0.50  

第17期 34,662,870,000   34,223,892,866  9,873  50   0.50  

第18期 35,872,520,000   35,957,040,086  10,024  50   0.50  

第19期 37,461,000,000   37,066,274,863  9,895  50   0.50  

第20期 37,960,580,000   37,246,235,236  9,812  50   0.50  

第21期 38,314,850,000   37,128,866,204  9,690  45   0.45  

第22期 37,875,420,000   35,580,922,280  9,394  45   0.45  

第23期 37,868,420,000   35,148,972,661  9,282  45   0.45  

第24期 37,733,520,000   34,773,344,245  9,216  45   0.45  

第25期 38,267,140,000   35,560,440,281  9,293  45   0.45  

第26期 38,621,410,000   35,526,125,185  9,199  45   0.45  

第27期 39,425,260,000   36,964,361,030  9,376  45   0.45  

第28期 40,295,860,000   36,796,310,289  9,132  45   0.45  

第29期 40,892,620,000   37,130,463,183  9,080  45   0.45  

第30期 42,797,950,000   38,424,004,107  8,978  45   0.45  

第31期 44,277,400,000   39,492,146,339  8,919  45   0.45   
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計 算 期 元 本 額 純資産総額 基準価額 
１万口当たり分配金 

金   額 分 配 率 

第32期 45,357,490,000円 40,563,307,953円 8,943円 45円 0.45％

第33期 47,129,710,000   41,915,168,647  8,894  45   0.45  

第34期 47,999,250,000   42,523,777,745  8,859  45   0.45  

第35期 49,349,592,916   43,136,669,644  8,741  45   0.45  

第36期 50,975,452,419   44,297,237,807  8,690  45   0.45  

第37期 52,017,386,186   44,884,493,954  8,629  45   0.45  

第38期 54,268,817,989   46,571,079,880  8,582  45   0.45  

第39期 56,109,284,689   47,690,457,335  8,500  45   0.45  

第40期 57,185,267,906   49,242,696,135  8,611  45   0.45  

第41期 58,174,312,367   48,738,388,104  8,378  45   0.45  

第42期 60,066,165,224   50,681,264,421  8,438  45   0.45  

第43期 61,524,671,823   54,081,628,913  8,790  45   0.45  

第44期 62,353,827,443   54,641,564,121  8,763  45   0.45  

第45期 62,560,062,817   53,764,998,235  8,594  45   0.45  

第46期 62,512,535,494   54,465,072,854  8,713  45   0.45  

第47期 62,689,451,348   55,459,578,719  8,847  45   0.45  

第48期 61,698,356,026   55,659,519,687  9,021  45   0.45  

第49期 60,780,664,774   53,659,112,600  8,828  45   0.45  

第50期 59,801,578,629   53,386,004,976  8,927  45   0.45  

第51期 57,447,631,659   50,980,144,138  8,874  45   0.45  

第52期 55,660,001,871   49,740,266,837  8,936  45   0.45  

第53期 54,164,752,995   48,255,219,082  8,909  45   0.45  

第54期 51,208,789,564   43,907,203,993  8,574  45   0.45  

第55期 49,060,438,902   42,280,170,304  8,618  45   0.45  

第56期 48,707,975,913   42,000,638,326  8,623  45   0.45  

第57期 48,155,238,135   41,618,653,478  8,643  45   0.45  

第58期 47,733,008,534   41,340,216,166  8,661  45   0.45  

第59期 47,348,717,058   41,185,810,778  8,698  45   0.45  

第60期 46,561,433,448   40,762,047,934  8,754  45   0.45  

第61期 46,046,928,564   40,364,615,050  8,766  45   0.45  

第62期 46,293,940,831   40,218,344,903  8,688  45   0.45  

第63期 46,237,334,260   39,845,496,627  8,618  45   0.45  

第64期 39,978,143,815   34,612,165,511  8,658  45   0.45  

第65期 30,986,430,719   26,964,709,988  8,702  25   0.25  

第66期 27,076,922,191   22,892,128,786  8,454  25   0.25  

第67期 23,921,353,315   20,346,025,013  8,505  25   0.25  

第68期 21,894,970,099   18,395,804,077  8,402  25   0.25  

第69期 19,611,233,058   16,362,571,936  8,343  25   0.25  

第70期 18,189,077,462   15,267,578,877  8,394  25   0.25  

第71期 17,324,830,618   14,873,103,938  8,585  25   0.25   
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計 算 期 元 本 額 純資産総額 基準価額 
１万口当たり分配金 

金   額 分 配 率 

第72期 16,447,997,419円 14,106,222,719円 8,576円 25円 0.25％

第73期 15,236,889,219   13,114,809,344  8,607  25   0.25  

第74期 13,306,852,929   11,374,757,134  8,548  25   0.25  

第75期 12,307,938,307   10,704,243,597  8,697  25   0.25  

第76期 11,617,989,280   10,161,495,883  8,746  25   0.25  

第77期 11,326,629,498   9,743,755,319  8,603  25   0.25  

第78期 10,977,636,850   9,346,038,155  8,514  25   0.25  

第79期 10,376,708,359   8,876,441,750  8,554  25   0.25  

第80期 9,750,173,448   8,168,882,635  8,378  25   0.25  

第81期 9,168,473,037   7,490,751,617  8,170  25   0.25  

第82期 8,743,475,512   6,894,167,218  7,885  25   0.25  

第83期 8,447,542,885   6,532,968,202  7,734  25   0.25  

第84期 8,167,419,262   6,521,380,007  7,985  25   0.25  

第85期 7,920,209,687   6,295,870,526  7,949  25   0.25  

第86期 7,653,743,097   6,001,701,124  7,842  25   0.25  

第87期 7,364,680,597   5,622,857,206  7,635  25   0.25  

第88期 7,057,604,581   5,585,083,355  7,914  20   0.20  

第89期 6,726,771,347   5,550,395,806  8,251  20   0.20  

第90期 6,524,780,736   5,465,056,815  8,376  20   0.20  

第91期 6,321,614,287   5,324,001,678  8,422  20   0.20  

第92期 6,179,405,215   5,353,961,998  8,664  20   0.20  

第93期 6,018,067,437   5,274,406,302  8,764  20   0.20  

第94期 5,579,918,346   5,057,728,193  9,064  20   0.20  

第95期 5,507,752,365   4,995,089,418  9,069  20   0.20  

第96期 5,362,244,928   4,824,697,465  8,998  20   0.20  

第97期 5,193,512,614   4,678,095,775  9,008  20   0.20  

第98期 5,064,097,846   4,515,567,669  8,917  20   0.20  

第99期 4,939,895,994   4,390,005,782  8,887  20   0.20  

第100期 4,808,175,134   4,281,546,057  8,905  20   0.20  

第101期 4,708,408,988   4,173,648,690  8,864  20   0.20  

第102期 4,514,686,588   3,990,961,615  8,840  20   0.20  

第103期 4,437,070,550   3,914,737,108  8,823  20   0.20  

第104期 4,322,485,453   3,813,439,727  8,822  20   0.20  

第105期 4,228,936,181   3,748,289,025  8,863  20   0.20  

第106期 4,169,265,485   3,723,944,958  8,932  20   0.20  

第107期 4,105,966,119   3,645,551,845  8,879  20   0.20  

第108期 3,977,969,639   3,446,499,574  8,664  20   0.20  

第109期 3,932,186,612   3,398,160,278  8,642  20   0.20  

第110期 3,895,070,923   3,355,793,673  8,615  20   0.20  

第111期 3,772,438,617   3,252,115,029  8,621  20   0.20   



品 名：90020_100834_179_05_シュローダー月果美人_653690.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：47 

― 47 ― 

シュローダー月果美人 

 

計 算 期 元 本 額 純資産総額 基準価額 
１万口当たり分配金 

金   額 分 配 率 

第112期 3,723,350,062円 3,232,013,942円 8,680円 20円 0.20％

第113期 3,629,097,079   3,143,756,482  8,663  20   0.20  

第114期 3,496,556,425   3,025,365,168  8,652  20   0.20  

第115期 3,399,147,580   2,919,691,448  8,589  20   0.20  

第116期 3,336,574,674   2,849,491,090  8,540  20   0.20  

第117期 3,298,898,386   2,794,659,207  8,471  20   0.20  

第118期 3,267,469,149   2,744,788,162  8,400  20   0.20  

第119期 3,195,169,214   2,675,005,994  8,372  20   0.20  

第120期 3,158,329,979   2,629,943,651  8,327  20   0.20  

第121期 3,132,808,872   2,595,055,362  8,283  20   0.20  

第122期 3,135,040,568   2,586,814,318  8,251  20   0.20  

第123期 3,117,650,577   2,559,615,696  8,210  20   0.20  

第124期 3,055,916,962   2,479,453,461  8,114  20   0.20  

第125期 3,022,613,889   2,438,817,095  8,069  20   0.20  

第126期 2,902,037,131   2,312,792,483  7,970  20   0.20  

第127期 2,843,234,773   2,265,046,305  7,966  20   0.20  

第128期 2,805,631,458   2,241,287,017  7,989  20   0.20  

第129期 2,795,347,864   2,232,718,350  7,987  20   0.20  

第130期 2,773,289,280   2,218,355,235  7,999  20   0.20  

第131期 2,718,695,557   2,171,737,092  7,988  20   0.20  

第132期 2,691,609,343   2,188,546,369  8,131  20   0.20  

第133期 2,686,832,761   2,230,452,721  8,301  20   0.20  

第134期 2,672,797,621   2,231,768,116  8,350  20   0.20  

第135期 2,655,959,874   2,197,744,821  8,275  20   0.20  

第136期 2,649,321,746   2,188,001,070  8,259  20   0.20  

第137期 2,609,891,900   2,166,626,124  8,302  20   0.20  

第138期 2,575,546,900   2,113,662,751  8,207  20   0.20  

第139期 2,535,805,042   2,058,400,743  8,117  20   0.20  

第140期 2,525,085,010   2,046,826,131  8,106  20   0.20  

第141期 2,490,001,370   1,995,015,713  8,012  20   0.20  

第142期 2,481,329,715   1,992,391,605  8,030  20   0.20  

第143期 2,475,620,458   1,976,089,944  7,982  20   0.20  

第144期 2,464,492,301   1,957,179,432  7,942  20   0.20  

第145期 2,445,417,285   1,938,186,654  7,926  20   0.20  

第146期 2,435,256,462   1,909,337,771  7,840  20   0.20  

第147期 2,427,827,736   1,914,968,579  7,888  20   0.20  

第148期 2,274,454,885   1,825,794,242  8,027  20   0.20  

第149期 2,218,782,434   1,781,051,302  8,027  20   0.20  

第150期 2,195,049,605   1,755,181,946  7,996  20   0.20  

第151期 2,027,351,034   1,621,176,070  7,997  20   0.20   



品 名：90020_100834_179_05_シュローダー月果美人_653690.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：48 

― 48 ― 

シュローダー月果美人 

 

計 算 期 元 本 額 純資産総額 基準価額 
１万口当たり分配金 

金   額 分 配 率 

第152期 2,017,335,019円 1,590,770,268円 7,886円 20円 0.20％

第153期 1,995,036,328   1,585,825,879  7,949  20   0.20  

第154期 1,979,054,950   1,547,202,765  7,818  20   0.20  

第155期 1,943,969,863   1,506,507,201  7,750  20   0.20  

第156期 1,924,718,018   1,488,042,155  7,731  20   0.20  

第157期 1,918,418,093   1,464,988,768  7,636  20   0.20  

第158期 1,894,524,677   1,435,260,617  7,576  20   0.20  

第159期 1,883,607,724   1,394,491,662  7,403  20   0.20  

第160期 1,866,182,026   1,393,303,636  7,466  20   0.20  

第161期 1,853,993,231   1,375,745,339  7,420  20   0.20  

第162期 1,839,204,366   1,341,612,970  7,295  20   0.20  

第163期 1,811,637,893   1,311,301,223  7,238  20   0.20  

第164期 1,716,390,517   1,225,015,337  7,137  20   0.20  

第165期 1,703,401,820   1,200,921,453  7,050  20   0.20  

第166期 1,686,668,921   1,190,463,097  7,058  20   0.20  

第167期 1,649,797,678   1,144,450,825  6,937  20   0.20  

第168期 1,519,318,759   1,045,919,443  6,884  20   0.20  

第169期 1,497,040,958   1,017,594,745  6,797  20   0.20  

第170期 1,473,257,268   1,011,100,481  6,863  20   0.20  

第171期 1,468,730,547   1,025,701,419  6,984  20   0.20  

第172期 1,459,145,693   1,033,359,924  7,082  20   0.20  

第173期 1,451,305,115   1,025,190,407  7,064  20   0.20  

第174期 1,436,655,762   1,019,315,757  7,095  20   0.20  

第175期 1,431,865,443   1,018,192,427  7,111  20   0.20  

第176期 1,415,134,869   1,026,273,113  7,252  20   0.20  

第177期 1,313,022,596   933,425,689  7,109  20   0.20  

第178期 1,272,760,013   899,951,725  7,071  20   0.20  
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○分配金のお知らせ  

 第174期 第175期 第176期 第177期 第178期 

１万口当たり分配金（税込み） 20円 20円 20円 20円 20円 
 
 

＜分配金について＞ 
・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
があります。 

・分配金落ち後の基準価額が個別元本（受益者のファンドの購入価額）と同額または上回る場合は、
分配金の全額が普通分配金となります。 

・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、
残りの額は普通分配金となります。 

・分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 

 

○償還金のお知らせ  

１万口当たり償還金（税込み） 6,992円64銭 
 
 
 

＜お知らせ＞ 
2016年８月12日に公告を行い、信託終了（繰上償還）について受益者の異議申立てを受け付けた結果、異議を

述べた受益者の受益権の口数が公告日現在の受益権総口数の２分の１を超えなかったため、2016年11月10日

に信託終了（繰上償還）することとなりました。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

 

 

 

シュローダー月果美人マザーファンド 

償還 運用報告書 
 

 

この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。ここに謹んで設定以来の運用状

況と償還内容をご報告申し上げます。 
 

 

【計算期間 2015年11月11日から2016年11月９日まで】 
 

 

 

 
 

信 託 期 間 2001年11月30日から2016年11月９日まで（当初無期限） 

決 算 日 毎年11月10日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。 

運 用 方 針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

主 要 投 資 対 象 米国債と新興国ソブリン債券とします。 

組 入 制 限 
株 式 信託財産の純資産総額の30％以下とします。 

外 貨 建 資 産 制限を設けません。 
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○最近５期の運用実績 
 

決 算 期
基 準 価 額

債   券
組 入 比 率

債   券 
先 物 比 率 

純 資 産
総 額 

期 中
騰 落 率

 円 銭 ％ ％ ％ 百万円

11期(2012年11月12日) 16,443    0.3 94.7 － 4,864

12期(2013年11月11日) 17,265    5.0 95.4 － 4,052

13期(2014年11月10日) 17,636    2.1 98.6 － 3,609

14期(2015年11月10日) 16,656    △5.6 94.8 － 1,149

(償還時) (償還価額)  

15期(2016年11月９日) 17,687.82 6.2 － － 873
 

（注） 基準（償還）価額は１万口当たり。 

 

当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 債   券 

組 入 比 率 
債   券
先 物 比 率 騰 落 率

(期  首) 円 銭 ％ ％ ％

2015年11月10日 16,656   － 94.8 －

11月末 16,626   △0.2 95.7 －

12月末 16,514   △0.9 90.1 －

2016年１月末 16,615   △0.2 95.1 －

２月末 16,693   0.2 89.5 －

３月末 17,406   4.5 91.8 －

４月末 17,640   5.9 87.4 －

５月末 17,308   3.9 94.1 －

６月末 17,667   6.1 86.9 －

７月末 17,723   6.4 91.9 －

８月末 17,808   6.9 91.0 －

９月末 17,832   7.1 92.2 －

10月末 17,704   6.3 － －

(償還時) (償還価額)  

2016年11月９日 17,687.82 6.2 － －
 

（注） 基準（償還）価額は１万口当たり。 

（注） 騰落率は期首比。 

 

当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

償還 運用報告書 
 

 

この度、信託約款の規定に基づき、繰上償還の運びとなりました。ここに謹んで設定以来の運用状

況と償還内容をご報告申し上げます。 
 

 

【計算期間 2015年11月11日から2016年11月９日まで】 
 

 

 

 
 

信 託 期 間 2001年11月30日から2016年11月９日まで（当初無期限） 

決 算 日 毎年11月10日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。 

運 用 方 針 信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 

主 要 投 資 対 象 米国債と新興国ソブリン債券とします。 

組 入 制 限 
株 式 信託財産の純資産総額の30％以下とします。 

外 貨 建 資 産 制限を設けません。 
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○最近５期の運用実績 
 

決 算 期
基 準 価 額

債   券
組 入 比 率

債   券 
先 物 比 率 

純 資 産
総 額 

期 中
騰 落 率

 円 銭 ％ ％ ％ 百万円

11期(2012年11月12日) 16,443    0.3 94.7 － 4,864

12期(2013年11月11日) 17,265    5.0 95.4 － 4,052

13期(2014年11月10日) 17,636    2.1 98.6 － 3,609

14期(2015年11月10日) 16,656    △5.6 94.8 － 1,149

(償還時) (償還価額)  

15期(2016年11月９日) 17,687.82 6.2 － － 873
 

（注） 基準（償還）価額は１万口当たり。 

 

当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 債   券 

組 入 比 率 
債   券
先 物 比 率 騰 落 率

(期  首) 円 銭 ％ ％ ％

2015年11月10日 16,656   － 94.8 －

11月末 16,626   △0.2 95.7 －

12月末 16,514   △0.9 90.1 －

2016年１月末 16,615   △0.2 95.1 －

２月末 16,693   0.2 89.5 －

３月末 17,406   4.5 91.8 －

４月末 17,640   5.9 87.4 －

５月末 17,308   3.9 94.1 －

６月末 17,667   6.1 86.9 －

７月末 17,723   6.4 91.9 －

８月末 17,808   6.9 91.0 －

９月末 17,832   7.1 92.2 －

10月末 17,704   6.3 － －

(償還時) (償還価額)  

2016年11月９日 17,687.82 6.2 － －
 

（注） 基準（償還）価額は１万口当たり。 

（注） 騰落率は期首比。 

 

当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

○設定以来の運用経過 (2001年11月30日～2016年11月９日) 

 
 

  
（注） 当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 

 

第１期（2001年11月30日から2002年11月11日まで） 
 

 
2002年のエマージング債券市況は強気の展開でのスタートとなりましたが、４月以降は弱含みの動きとな

りました。特にラテンアメリカの債券の下落が目立ちました。一方、米国債は堅調に推移しました。 
 

 

今期の始め頃において、エマージング債券の組入れ比率を徐々に高めました。2002年４月以降は、米国債の
比率を高めた保守的な運用に切り替えました。エマージング債券の組入れについては、相対的にファンダメン
タルズ（経済の基礎的条件）が良好とみている国（メキシコ、南アフリカ、フィリピン）や、経済の再構築、
回復過程にあるとみられる国（コートジボアール、アルゼンチン等）を組入れの基準としました。エマージン
グ債券に対する慎重な姿勢に伴い、保有米国債のデュレーションを徐々に伸ばしていきました。 
 
2002年４月以降、ファンドは部分的な為替へッジを開始し、徐々にその比率を引上げました。６月末から７

月初めにおいて、ヘッジ比率は約40％近辺まで上昇しました。その後、へッジ比率を約４％まで大幅に引下げ
ました。８月半ば頃からは徐々にへッジ比率を引上げ、期末時点ではヘッジ比率を再び40％近くに引上げてお
ります。 
 

○基準価額 

設定時10,000円でスタートした基準価額は10,936円で当期末を迎えました。 
  

設定以来の基準価額等の推移 

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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第２期（2002年11月12日から2003年11月10日まで） 
 

 

当期の債券市場は、投資家にとって難しい投資環境となりました。米国10年国債の利回りは前期末の3.8％

台から当期末には4.4％の水準上昇（債券価格は下落）し、他の先進国債券市場も７月から８月に米国債と同

様の下落局面を経ました。また、米国10年国債の利回りは、６月の3.1％台の水準から９月には4.6％台まで急

上昇（債券価格は下落）するなど非常に変動性の高い動きとなりました。エマージング債券市場では、比較的

政治状況が安定したことがプラス要因となり、エマージング債券と米国債のスプレッド（利回り格差）は、当

期約4.1％の大幅な縮小となりました。 

 

 

期初においては、比較的デュレーションを長めに維持する投資スタンスを取っていました。しかし、2003年

３月以降は、組入債券の信用リスク面（米国債の比率を高位に維持し、財務内容の劣るエマージング債券を組

入れない等）、デュレーション面（金利上昇リスクを抑制するために保有米国債のデュレーションを短くし金

利感応度を低くする等）において、極めて保守的な運用スタンスを継続いたしました。デュレーション戦略は、

金利上昇過程の中でファンドのパフォーマンスにとってプラス要因となったものの、信用リスクに対する保

守的な運用スタンスは、エマージング債券市場全般の動きに対してマイナス要因となりました。 

 

為替ヘッジについては、期初は概ね３割程度の為替ヘッジ比率を維持しておりました。しかしながら３月～

４月においては、この為替ヘッジをすべて解消致しました。５月以降、為替ヘッジを再開し期末時点では為替

へッジ比率を80％台まで引き上げました。この結果、当期、円高／ドル安の進行はファンドにとってマイナス

要因ではありましたが、当ファンドの為替ヘッジ政策は基準価額にとってプラスに寄与しました。 

 
○基準価額 

期首10,936円でスタートした基準価額は10,930円で当期末を迎えました。 

 
  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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○設定以来の運用経過 (2001年11月30日～2016年11月９日) 

 
 

  
（注） 当ファンドは、トータル・リターンを目指した運用を行っているため、約款上でベンチマークを設けておりません。 

 

第１期（2001年11月30日から2002年11月11日まで） 
 

 
2002年のエマージング債券市況は強気の展開でのスタートとなりましたが、４月以降は弱含みの動きとな

りました。特にラテンアメリカの債券の下落が目立ちました。一方、米国債は堅調に推移しました。 
 

 

今期の始め頃において、エマージング債券の組入れ比率を徐々に高めました。2002年４月以降は、米国債の
比率を高めた保守的な運用に切り替えました。エマージング債券の組入れについては、相対的にファンダメン
タルズ（経済の基礎的条件）が良好とみている国（メキシコ、南アフリカ、フィリピン）や、経済の再構築、
回復過程にあるとみられる国（コートジボアール、アルゼンチン等）を組入れの基準としました。エマージン
グ債券に対する慎重な姿勢に伴い、保有米国債のデュレーションを徐々に伸ばしていきました。 
 
2002年４月以降、ファンドは部分的な為替へッジを開始し、徐々にその比率を引上げました。６月末から７

月初めにおいて、ヘッジ比率は約40％近辺まで上昇しました。その後、へッジ比率を約４％まで大幅に引下げ
ました。８月半ば頃からは徐々にへッジ比率を引上げ、期末時点ではヘッジ比率を再び40％近くに引上げてお
ります。 
 

○基準価額 

設定時10,000円でスタートした基準価額は10,936円で当期末を迎えました。 
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第２期（2002年11月12日から2003年11月10日まで） 
 

 

当期の債券市場は、投資家にとって難しい投資環境となりました。米国10年国債の利回りは前期末の3.8％

台から当期末には4.4％の水準上昇（債券価格は下落）し、他の先進国債券市場も７月から８月に米国債と同

様の下落局面を経ました。また、米国10年国債の利回りは、６月の3.1％台の水準から９月には4.6％台まで急

上昇（債券価格は下落）するなど非常に変動性の高い動きとなりました。エマージング債券市場では、比較的

政治状況が安定したことがプラス要因となり、エマージング債券と米国債のスプレッド（利回り格差）は、当

期約4.1％の大幅な縮小となりました。 

 

 

期初においては、比較的デュレーションを長めに維持する投資スタンスを取っていました。しかし、2003年

３月以降は、組入債券の信用リスク面（米国債の比率を高位に維持し、財務内容の劣るエマージング債券を組

入れない等）、デュレーション面（金利上昇リスクを抑制するために保有米国債のデュレーションを短くし金

利感応度を低くする等）において、極めて保守的な運用スタンスを継続いたしました。デュレーション戦略は、

金利上昇過程の中でファンドのパフォーマンスにとってプラス要因となったものの、信用リスクに対する保

守的な運用スタンスは、エマージング債券市場全般の動きに対してマイナス要因となりました。 

 

為替ヘッジについては、期初は概ね３割程度の為替ヘッジ比率を維持しておりました。しかしながら３月～

４月においては、この為替ヘッジをすべて解消致しました。５月以降、為替ヘッジを再開し期末時点では為替

へッジ比率を80％台まで引き上げました。この結果、当期、円高／ドル安の進行はファンドにとってマイナス

要因ではありましたが、当ファンドの為替ヘッジ政策は基準価額にとってプラスに寄与しました。 

 
○基準価額 

期首10,936円でスタートした基準価額は10,930円で当期末を迎えました。 

 
  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

シュローダー月果美人マザーファンド シュローダー月果美人マザーファンド
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第３期（2003年11月11日から2004年11月10日まで） 
 

 

期首から2004年３月頃にかけて、エマージング債券市場を含む他の債券市場も堅調に推移しました。 

その後４月から５月にかけて、米国10年国債の利回りは３月半ばの3.6％台の水準から4.8％台の水準にま

で急上昇（債券価格は下落）しました。この影響を受けて、エマージング債券市場も大幅に下落（金利は上昇）

しました。６月以降、相場が落着きを取り戻すに従い米国債市場は反発に転じました。その後はほぼ期を通じ

て堅調に推移しつつ、９月には再び米国10年国債の利回りが4.0％を下回る水準にまで回復しました。米国債

券相場が上昇し金利が低下基調となる中で、エマージング債券市場も堅調な推移となりスプレッド（対米国債

利回り格差）も縮小傾向となりました。 

 

 

期首から2004年３月頃にかけては、一貫して慎重な姿勢で臨みました。資産の保護を最優先した運用が最も

重要であるとの認識に立ち、ファンドは保守的な運用を続けました。この結果、４月から５月にかけての債券

市場の大きな下落局面で、ファンドは巧く対応することが出来ました。金利感応度を低下させるための銘柄入

れ替えを積極的に行ったことに加え、残存期間の比較的少ない米国債の比率を高位に保ち、組入債券の質を重

視した運用を続けました。この間、大きく下落したブラジル、ロシア、トルコ等の債券を一貫して非保有とし

たため、ファンドはこれらの債券価格下落による影響を免れることが出来ました。ファンドは６月以降もポー

トフォリオの金利感応度を低く維持し、金利の上昇リスクに備えた慎重な投資姿勢を継続しました。銘柄選択

に対しても非常に選別的な姿勢で臨み、信用度の高い債券を組入れました。 

 

為替ヘッジ方針については、期を通じて高水準の為替へッジ比率を維持しました。夏場、へッジ比率をやや

引下げた局面もありましたが、その後再びへッジ比率を引上げました。このような為替へッジ行動は基準価額

にとってプラスに寄与しました。 

 

○基準価額 

期首10,930円でスタートした基準価額は11,150円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第４期（2004年11月11日から2005年11月10日まで） 
 

 

期首から2005年２月半ばまでの米国債券市場は、方向感に欠ける展開となりました。一方、エマージング債

券市場は堅調な推移となり、スプレッド（米国債との利回り格差）も縮小基調で推移しました。２月半ばより

３月半ばにかけての米国債券市場は、軟調な推移となりました。エマージング債券市場では、スプレッドが拡

大しました。エマージング債券市場は、３月末より９月末まで一貫して上昇基調を辿りました。スプレッドも

再び縮小しました。一方、米国債券市場では米国10年国債利回りは６月につけた3.9％の水準から11月初旬に

は4.6％にまで上昇（価格は下落）しました。エマージング債券は９月末にかけて堅調な推移が続きましたが、

流動性が逼迫する中、出来高を伴ってエマージング債券は売られました。 

 

 

期を通じてファンドは組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リ

スクを低く抑制した運用を継続する一方で、投資妙味に優れると判断した銘柄については一部入替えを実施

しました。インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、チェコ、ポーランド、メキシコの投資比

率を引き上げました。 

 

為替ヘッジについては、ヘッジ比率を大幅に引き下げ、期末には20％程度としました。 

 

○基準価額 

期首11,150円でスタートした基準価額は12,250円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

シュローダー月果美人マザーファンド シュローダー月果美人マザーファンド
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第３期（2003年11月11日から2004年11月10日まで） 
 

 

期首から2004年３月頃にかけて、エマージング債券市場を含む他の債券市場も堅調に推移しました。 

その後４月から５月にかけて、米国10年国債の利回りは３月半ばの3.6％台の水準から4.8％台の水準にま

で急上昇（債券価格は下落）しました。この影響を受けて、エマージング債券市場も大幅に下落（金利は上昇）

しました。６月以降、相場が落着きを取り戻すに従い米国債市場は反発に転じました。その後はほぼ期を通じ

て堅調に推移しつつ、９月には再び米国10年国債の利回りが4.0％を下回る水準にまで回復しました。米国債

券相場が上昇し金利が低下基調となる中で、エマージング債券市場も堅調な推移となりスプレッド（対米国債

利回り格差）も縮小傾向となりました。 

 

 

期首から2004年３月頃にかけては、一貫して慎重な姿勢で臨みました。資産の保護を最優先した運用が最も

重要であるとの認識に立ち、ファンドは保守的な運用を続けました。この結果、４月から５月にかけての債券

市場の大きな下落局面で、ファンドは巧く対応することが出来ました。金利感応度を低下させるための銘柄入

れ替えを積極的に行ったことに加え、残存期間の比較的少ない米国債の比率を高位に保ち、組入債券の質を重

視した運用を続けました。この間、大きく下落したブラジル、ロシア、トルコ等の債券を一貫して非保有とし

たため、ファンドはこれらの債券価格下落による影響を免れることが出来ました。ファンドは６月以降もポー

トフォリオの金利感応度を低く維持し、金利の上昇リスクに備えた慎重な投資姿勢を継続しました。銘柄選択

に対しても非常に選別的な姿勢で臨み、信用度の高い債券を組入れました。 

 

為替ヘッジ方針については、期を通じて高水準の為替へッジ比率を維持しました。夏場、へッジ比率をやや

引下げた局面もありましたが、その後再びへッジ比率を引上げました。このような為替へッジ行動は基準価額

にとってプラスに寄与しました。 

 

○基準価額 

期首10,930円でスタートした基準価額は11,150円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第４期（2004年11月11日から2005年11月10日まで） 
 

 

期首から2005年２月半ばまでの米国債券市場は、方向感に欠ける展開となりました。一方、エマージング債

券市場は堅調な推移となり、スプレッド（米国債との利回り格差）も縮小基調で推移しました。２月半ばより

３月半ばにかけての米国債券市場は、軟調な推移となりました。エマージング債券市場では、スプレッドが拡

大しました。エマージング債券市場は、３月末より９月末まで一貫して上昇基調を辿りました。スプレッドも

再び縮小しました。一方、米国債券市場では米国10年国債利回りは６月につけた3.9％の水準から11月初旬に

は4.6％にまで上昇（価格は下落）しました。エマージング債券は９月末にかけて堅調な推移が続きましたが、

流動性が逼迫する中、出来高を伴ってエマージング債券は売られました。 

 

 

期を通じてファンドは組入れ債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リ

スクを低く抑制した運用を継続する一方で、投資妙味に優れると判断した銘柄については一部入替えを実施

しました。インドネシア、フィリピン、マレーシア、シンガポール、チェコ、ポーランド、メキシコの投資比

率を引き上げました。 

 

為替ヘッジについては、ヘッジ比率を大幅に引き下げ、期末には20％程度としました。 

 

○基準価額 

期首11,150円でスタートした基準価額は12,250円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

シュローダー月果美人マザーファンド シュローダー月果美人マザーファンド
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第５期（2005年11月11日から2006年11月10日まで） 
 

 

当期の債券市場では、とりわけ前半において世界的に流動性が引き締め方向に向かっている事実が確認さ

れることとなりました。米国ではこうした動きを受けて債券相場に軟調な動きが見られましたが、エマージン

グ債券市場では2005年後半の堅調地合が期初以降も続き、2006年に入っても、エマージング諸国の良好なファ

ンダメンタルズを背景に強気の見通しが支配するなか、期初以降のスプレッド（米国債との利回り較差）の縮

小傾向は概ね期の半ばまで継続しました。５月上旬、株式市場とエマージング債券市場では資金流出が起こり

ました。６月下旬以降は、エマージング債券市場は回復局面となり米国債との利回り較差は再び低水準への戻

りを見せ市場心理は再び強気となりました。しかしながら、期末にかけては、インフレ懸念を背景におそらく

新たな相場下落への転機が近々に訪れる可能性があることが示されました。 

 

 

期を通じてファンドは組入債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リス

クを低く抑制した運用を継続しました。一方、投資妙味に優れると判断した銘柄については一部入替え等によ

る対応を行いました。国別には、米国債を削減し、ハンガリー、南アフリカなどを新規に組入れたほか、シン

ガポール、マレーシア、インドネシア等の投資比率を増やしました。 

 

為替ヘッジについては、柔軟にヘッジ比率の調整を行いました。この結果、ヘッジ比率は期末には70％程度

となりました。 

 

○基準価額 

期首12,250円でスタートした基準価額は13,038円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第６期（2006年11月11日から2007年11月12日まで） 
 

 

当期の債券市場は、概ね横這いで推移しました。2006年11月までは、債券価格は上昇しました。エマージン

グ債券市場の米国債に対する上乗せ金利幅（スプレッド）は、概ね1.70％近辺の推移となりました。2007年２

月は下旬に、エマージング債券相場は神経質な展開となり月間を通じてほとんどの市場が下落しました。これ

により、エマージング債券市場のスプレッド（米国債との利回り差）は一気に拡大し大幅な下落に見舞われま

した。その後は、エマージング債券市場の利回りは低下し２月の利回り上昇（価格下落）分を完全に取り戻す

こととなりました。当期後半、エマージング債券市場は、ボラティリティ（価格変動性）が高い展開となりま

した。７月中旬以降リスク回避の動きが加速しました。このような動きを受けエマージング債券は利回りが上

昇し、対米国債のスプレッド（利回り格差）が上昇した半面、米国債はリスク削減の動きから買われ利回りが

低下しました。米国債および高格付債券は期末にかけて利回りが急低下した半面、エマージング債券の利回り

低下幅は相対的に小幅に留まったことから、スプレッド（米国債との利回り差）は更に拡大しました。 

 

 

期を通じてファンドは組入債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リス

クを低く抑制した運用を継続しました。一方、投資妙味に優れると判断した銘柄については一部入替え等によ

る対応を行いました。国別には、インドネシア債券を全て売却したほか、利回り低下のみられる米国債に於い

て短期米国債を売却し、一方で長期米国債を組入れました。また、長期の韓国国債および短期のポーランド国

債を一部買付けました。 

 

為替ヘッジについては、相場動向を勘案しつつ高位に保ち、期末時点で約101％程度になりました。 

 

○基準価額 

期首13,038円でスタートした基準価額は、13,738円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

シュローダー月果美人マザーファンド シュローダー月果美人マザーファンド
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第５期（2005年11月11日から2006年11月10日まで） 
 

 

当期の債券市場では、とりわけ前半において世界的に流動性が引き締め方向に向かっている事実が確認さ

れることとなりました。米国ではこうした動きを受けて債券相場に軟調な動きが見られましたが、エマージン

グ債券市場では2005年後半の堅調地合が期初以降も続き、2006年に入っても、エマージング諸国の良好なファ

ンダメンタルズを背景に強気の見通しが支配するなか、期初以降のスプレッド（米国債との利回り較差）の縮

小傾向は概ね期の半ばまで継続しました。５月上旬、株式市場とエマージング債券市場では資金流出が起こり

ました。６月下旬以降は、エマージング債券市場は回復局面となり米国債との利回り較差は再び低水準への戻

りを見せ市場心理は再び強気となりました。しかしながら、期末にかけては、インフレ懸念を背景におそらく

新たな相場下落への転機が近々に訪れる可能性があることが示されました。 

 

 

期を通じてファンドは組入債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リス

クを低く抑制した運用を継続しました。一方、投資妙味に優れると判断した銘柄については一部入替え等によ

る対応を行いました。国別には、米国債を削減し、ハンガリー、南アフリカなどを新規に組入れたほか、シン

ガポール、マレーシア、インドネシア等の投資比率を増やしました。 

 

為替ヘッジについては、柔軟にヘッジ比率の調整を行いました。この結果、ヘッジ比率は期末には70％程度

となりました。 

 

○基準価額 

期首12,250円でスタートした基準価額は13,038円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第６期（2006年11月11日から2007年11月12日まで） 
 

 

当期の債券市場は、概ね横這いで推移しました。2006年11月までは、債券価格は上昇しました。エマージン

グ債券市場の米国債に対する上乗せ金利幅（スプレッド）は、概ね1.70％近辺の推移となりました。2007年２

月は下旬に、エマージング債券相場は神経質な展開となり月間を通じてほとんどの市場が下落しました。これ

により、エマージング債券市場のスプレッド（米国債との利回り差）は一気に拡大し大幅な下落に見舞われま

した。その後は、エマージング債券市場の利回りは低下し２月の利回り上昇（価格下落）分を完全に取り戻す

こととなりました。当期後半、エマージング債券市場は、ボラティリティ（価格変動性）が高い展開となりま

した。７月中旬以降リスク回避の動きが加速しました。このような動きを受けエマージング債券は利回りが上

昇し、対米国債のスプレッド（利回り格差）が上昇した半面、米国債はリスク削減の動きから買われ利回りが

低下しました。米国債および高格付債券は期末にかけて利回りが急低下した半面、エマージング債券の利回り

低下幅は相対的に小幅に留まったことから、スプレッド（米国債との利回り差）は更に拡大しました。 

 

 

期を通じてファンドは組入債券の質を重視し、信用力の高いポートフォリオを維持するとともに、金利リス

クを低く抑制した運用を継続しました。一方、投資妙味に優れると判断した銘柄については一部入替え等によ

る対応を行いました。国別には、インドネシア債券を全て売却したほか、利回り低下のみられる米国債に於い

て短期米国債を売却し、一方で長期米国債を組入れました。また、長期の韓国国債および短期のポーランド国

債を一部買付けました。 

 

為替ヘッジについては、相場動向を勘案しつつ高位に保ち、期末時点で約101％程度になりました。 

 

○基準価額 

期首13,038円でスタートした基準価額は、13,738円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

シュローダー月果美人マザーファンド シュローダー月果美人マザーファンド
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第７期（2007年11月13日から2008年11月10日まで） 
 

 

当期の債券市場では、前半、ボラティリティ（価格変動性）の再上昇によりリスク回避の動きが強まりまし

た。その結果、米国債の利回りは低下（債券価格は上昇）しました。こうした状況下、エマージング債券市場

のスプレッド（米国債との信用利回り格差）は1.00％程度拡大しました。本年５月にかけて、債券市場のボラ

ティリティは若干低下し、エマージング債券のスプレッドは縮小しました。当期後半以降は、原油価格が史上

最高値を更新するなど商品価格が大幅に上昇した一方、米国では消費者心理が悪化し経済指標が弱含んだこ

とでスタグフレーションに対する懸念が高まりました。その後、金融市場では、エマージング市場でも信用収

縮の影響を受けたことから市場介入が実施されたほか、景気後退に対する不安が高まりました。期末にかけて

は、市場の流動性増加に向けた政策が相次いで実施されました。期中、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ

ト・ボンド・インデックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）ソブリンの利回りは10月下旬に一時12％近くまで上昇（価

格は下落）し、同インデックスのスプレッド（エマージング債券の米国債に対する上乗せ金利）は一時、約９％

近くまで拡大しました。一方、米国債利回りは短期債を中心に低下しました。 

 

 

期の前半では米国債の組入れ比率を引上げ、デュレーションの長期化を図ったものの、期の後半では米国債

の組入れ比率を高位に維持した一方、デュレーションの短期化を図りました。セルビア、インドネシア、フィ

リピンおよびコロンビアの国債の組入れ比率を引下げました。ウクライナおよび南アフリカの両国国債の組

入れ比率を引下げたほか、アルゼンチン国債を全売却し、ロシア国債の組入れを一旦は引下げるなど期を通し

てファンドのリスク軽減を図りました。期末にかけては、ロシア30年物国債を一部買戻しました。 

 

為替ヘッジについては、相場動向を勘案しつつ高位に保ち、期末時点で約102％程度になりました。 

 
○基準価額 

期首13,738円でスタートした基準価額は、13,078円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第８期（2008年11月11日から2009年11月10日まで） 
 

 

当期の債券市場では期初以降2008年末にかけて、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン

デックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）ソブリンの利回りは若干低下した一方、スプレッド（米国債との利回り格差）

は大幅に拡大しました。2009年１月以降３月中旬にかけては、ＥＭＢＩ＋ソブリンのスプレッドは高水準で推

移しました。３月中旬以降５月上旬にかけては、ＥＭＢＩ＋ソブリンの利回りは低下したほか、スプレッドは

更なる縮小を見せました。エマージング諸国債券市場は、６月中旬から下旬にかけて一時下落しました。５月

中旬以降６月中旬にかけて、米国債利回りが大幅に上昇（価格は下落）しました。一方、ＥＭＢＩ＋ソブリン

の利回りは期初以降、低下（価格は上昇）したものの、６月中旬から下旬にかけては上昇（価格は下落）しま

した。７月以降は、エマージング諸国債券市場は上昇に転じました。米国債は概ね揉み合いの展開となりまし

た。ＥＭＢＩ＋ソブリンの利回りは更に低下（価格は上昇）し、同スプレッドは更なる縮小を見せたほか、エ

マージング諸国の現地通貨は年初来高値を更新しました。期末にかけての数週間、エマージング諸国債券市場

はそれまでの相場上昇から利益確定の売りに押されて再度調整を見せました。 

 

 

期の前半では米国債の価格上昇局面で米国債の組入れ比率を引上げ、デュレーションの長期化を図ったも

のの、2008年末にかけては、米国長期債を売却し短期のエマージング国債（メキシコ等）へと入替えを実施し

ました。2009年１月以降３月中旬にかけては、米国債のデュレーションを大幅に短期化し、インドネシアや

フィリピンなどのエマージング債券の組入れを行いました。３月中旬以降は、スプレッドが縮小し利回りが低

下する局面で米国債を売却し、韓国、コロンビアおよびフィリピン国債の買増しを行いました。４月以降期末

にかけてはフィリピン国債を売却した一方、高利回りの韓国国債を買付けました。期の後半ではチリ、マレー

シア、中国債券等米国債とほぼ同様の低利回りである債券を売却しました。一方、米国中期国債等のより流動

性が高い債券を買付けたほか、エマージング諸国債券市場が反発を見せ始めた７月以降は、ロシア、パキスタ

ン、コロンビア債券等より利回りの高い債券を買付け、ポートフォリオの利回りを引上げるとともにデュレー

ションの長期化を図りました。期末にかけての数週間において、４－６月期に買付けた後、価格が大幅に上昇

したウクライナ債券につき利益確定を実施しました。また、ロシア債券については組入れを引下げました。 

 

○基準価額 

期首13,078円でスタートした基準価額は、16,141円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

シュローダー月果美人マザーファンド シュローダー月果美人マザーファンド

― 59 ― ― 58 ―

653690_添付ファンド_SCH.indd   58 2017/01/06   12:33:25



品 名：90020_109811_015_04_シュローダー月果美人マザーファンド_653689.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：9 

― 9 ― 

シュローダー月果美人マザーファンド 

第７期（2007年11月13日から2008年11月10日まで） 
 

 

当期の債券市場では、前半、ボラティリティ（価格変動性）の再上昇によりリスク回避の動きが強まりまし

た。その結果、米国債の利回りは低下（債券価格は上昇）しました。こうした状況下、エマージング債券市場

のスプレッド（米国債との信用利回り格差）は1.00％程度拡大しました。本年５月にかけて、債券市場のボラ

ティリティは若干低下し、エマージング債券のスプレッドは縮小しました。当期後半以降は、原油価格が史上

最高値を更新するなど商品価格が大幅に上昇した一方、米国では消費者心理が悪化し経済指標が弱含んだこ

とでスタグフレーションに対する懸念が高まりました。その後、金融市場では、エマージング市場でも信用収

縮の影響を受けたことから市場介入が実施されたほか、景気後退に対する不安が高まりました。期末にかけて

は、市場の流動性増加に向けた政策が相次いで実施されました。期中、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッ

ト・ボンド・インデックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）ソブリンの利回りは10月下旬に一時12％近くまで上昇（価

格は下落）し、同インデックスのスプレッド（エマージング債券の米国債に対する上乗せ金利）は一時、約９％

近くまで拡大しました。一方、米国債利回りは短期債を中心に低下しました。 

 

 

期の前半では米国債の組入れ比率を引上げ、デュレーションの長期化を図ったものの、期の後半では米国債

の組入れ比率を高位に維持した一方、デュレーションの短期化を図りました。セルビア、インドネシア、フィ

リピンおよびコロンビアの国債の組入れ比率を引下げました。ウクライナおよび南アフリカの両国国債の組

入れ比率を引下げたほか、アルゼンチン国債を全売却し、ロシア国債の組入れを一旦は引下げるなど期を通し

てファンドのリスク軽減を図りました。期末にかけては、ロシア30年物国債を一部買戻しました。 

 

為替ヘッジについては、相場動向を勘案しつつ高位に保ち、期末時点で約102％程度になりました。 

 
○基準価額 

期首13,738円でスタートした基準価額は、13,078円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

品 名：90020_109811_015_04_シュローダー月果美人マザーファンド_653689.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：10 

― 10 ― 

シュローダー月果美人マザーファンド 

第８期（2008年11月11日から2009年11月10日まで） 
 

 

当期の債券市場では期初以降2008年末にかけて、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン

デックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）ソブリンの利回りは若干低下した一方、スプレッド（米国債との利回り格差）

は大幅に拡大しました。2009年１月以降３月中旬にかけては、ＥＭＢＩ＋ソブリンのスプレッドは高水準で推

移しました。３月中旬以降５月上旬にかけては、ＥＭＢＩ＋ソブリンの利回りは低下したほか、スプレッドは

更なる縮小を見せました。エマージング諸国債券市場は、６月中旬から下旬にかけて一時下落しました。５月

中旬以降６月中旬にかけて、米国債利回りが大幅に上昇（価格は下落）しました。一方、ＥＭＢＩ＋ソブリン

の利回りは期初以降、低下（価格は上昇）したものの、６月中旬から下旬にかけては上昇（価格は下落）しま

した。７月以降は、エマージング諸国債券市場は上昇に転じました。米国債は概ね揉み合いの展開となりまし

た。ＥＭＢＩ＋ソブリンの利回りは更に低下（価格は上昇）し、同スプレッドは更なる縮小を見せたほか、エ

マージング諸国の現地通貨は年初来高値を更新しました。期末にかけての数週間、エマージング諸国債券市場

はそれまでの相場上昇から利益確定の売りに押されて再度調整を見せました。 

 

 

期の前半では米国債の価格上昇局面で米国債の組入れ比率を引上げ、デュレーションの長期化を図ったも

のの、2008年末にかけては、米国長期債を売却し短期のエマージング国債（メキシコ等）へと入替えを実施し

ました。2009年１月以降３月中旬にかけては、米国債のデュレーションを大幅に短期化し、インドネシアや

フィリピンなどのエマージング債券の組入れを行いました。３月中旬以降は、スプレッドが縮小し利回りが低

下する局面で米国債を売却し、韓国、コロンビアおよびフィリピン国債の買増しを行いました。４月以降期末

にかけてはフィリピン国債を売却した一方、高利回りの韓国国債を買付けました。期の後半ではチリ、マレー

シア、中国債券等米国債とほぼ同様の低利回りである債券を売却しました。一方、米国中期国債等のより流動

性が高い債券を買付けたほか、エマージング諸国債券市場が反発を見せ始めた７月以降は、ロシア、パキスタ

ン、コロンビア債券等より利回りの高い債券を買付け、ポートフォリオの利回りを引上げるとともにデュレー

ションの長期化を図りました。期末にかけての数週間において、４－６月期に買付けた後、価格が大幅に上昇

したウクライナ債券につき利益確定を実施しました。また、ロシア債券については組入れを引下げました。 

 

○基準価額 

期首13,078円でスタートした基準価額は、16,141円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

シュローダー月果美人マザーファンド シュローダー月果美人マザーファンド
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第９期（2009年11月11日から2010年11月10日まで） 
 

 

エマージング債券市場は、期初以降2010年４月にかけてＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・

インデックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）ソブリンの価格が上昇したほか、同スプレッド（米国債との利回り格差）

は縮小しました。しかしながら、５月上旬には、ＥＭＢＩ＋ソブリンの価格は反落したほか、同スプレッドは

拡大を見せました。期の後半に入ると、エマージング債券市場は上昇して始まり、６月末にかけて小幅に上昇

しました。７月以降８月末にかけては、エマージング諸国債券市場は続伸しました。９月エマージング債券市

場は小幅に上昇し、10月以降期末にかけてもエマージング債券市場は続伸しました。エマージング債券市場

は、期を通してＥＭＢＩ＋ソブリンの価格が上昇したほか、同スプレッドは５月以降６月にかけて急速に拡大

し、一時は高止まる局面もあったものの、その後は再び縮小傾向を取り戻し、期を通しては縮小しました。 

 

 

期の前半エマージング債券の組入れを大幅に引下げた一方、米国債の組入れを大幅に引上げポートフォリ

オの約３分の２の組入れとしました。期の後半に入っても米国債の組入れを高位に維持し、エマージング債券

の組入れは低位とし、保有している現地通貨の大半に対して為替ヘッジを行うなど、慎重な投資スタンスを維

持しました。2010年８月下旬以降期末にかけては、米国債の組入れを徐々に引下げた一方、エマージング諸国

債券および通貨の組入れを引上げました。 

 

○基準価額 

期首16,141円でスタートした基準価額は、16,566円で当期末を迎えました。 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第10期（2010年11月11日から2011年11月10日まで） 
 

 

エマージング債券市場は下落して始まり、2010年末にかけて軟調に推移しました。2011年に入り２月上旬に

かけて引続き軟調に推移しました。２月中旬以降５月上旬にかけては、エマージング債券市場は反発を見せま

した。５月中旬以降７月末にかけては底堅く推移し、８月に入るとエマージング債券市場は弱含みました。し

かしながら、８月中旬以降９月上旬にかけては、堅調に推移しました。９月中旬以降期末にかけてエマージン

グ債券市場は堅調に推移し、期を通しては上昇して終えました。当期、エマージング債券市場は、ＪＰモルガ

ン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）ソブリンの利回りは低下（価

格は上昇）した一方、同スプレッド（米国債との利回り格差）は拡大しました。 

 

 

期初以降2011年１月にかけては、相対的に安全とされる米国債の高位組入れを維持しました。２月以降５月

中旬にかけては米国債の組入れを引下げた一方、エマージング債券の組入れを大幅に引上げました。５月中旬

以降期末にかけては米国債の組入れを引上げた一方、エマージング債券の組入れを引下げ、保有している現地

通貨の大半に対して為替ヘッジを行うなど慎重な投資スタンスを維持しました。 

 

○基準価額 

期首16,566円でスタートした基準価額は、16,392円で当期末を迎えました。 

 

第11期（2011年11月11日から2012年11月12日まで） 
 

 

期初、エマージング債券市場は小幅に下落して始まりました。2012年３月中旬にかけては上昇し、３月中旬

以降４月末にかけて底堅く推移しました。５月以降６月上旬にかけては、軟調に推移しました。６月中旬以降

７月末にかけては上昇に転じ、８月に一進一退の展開となりました。９月末にかけては、エマージング債券市

場は堅調に推移しました。10月以降期末にかけて底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。当期、エ

マージング債券市場は、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）

ソブリンの利回りは低下（価格は上昇）した一方、同スプレッド（米国債との利回り格差）は縮小しました。 

 

 

期初以降2012年３月にかけては、相対的に安全とされる米国債の高位組入れを維持しました。４月以降期末

にかけては、エマージング債券の組入れを徐々に引上げた一方、米国債の組入れを徐々に引下げました。 

 

○基準価額 

期首16,392円でスタートした基準価額は、16,443円で当期末を迎えました。 
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投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 

シュローダー月果美人マザーファンド シュローダー月果美人マザーファンド

― 61 ― ― 60 ―

653690_添付ファンド_SCH.indd   60 2017/01/06   12:33:26



品 名：90020_109811_015_04_シュローダー月果美人マザーファンド_653689.docx 

日 時：2016/12/28 9:14:00 

ページ：11 

― 11 ― 

シュローダー月果美人マザーファンド 

第９期（2009年11月11日から2010年11月10日まで） 
 

 

エマージング債券市場は、期初以降2010年４月にかけてＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・

インデックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）ソブリンの価格が上昇したほか、同スプレッド（米国債との利回り格差）

は縮小しました。しかしながら、５月上旬には、ＥＭＢＩ＋ソブリンの価格は反落したほか、同スプレッドは

拡大を見せました。期の後半に入ると、エマージング債券市場は上昇して始まり、６月末にかけて小幅に上昇

しました。７月以降８月末にかけては、エマージング諸国債券市場は続伸しました。９月エマージング債券市

場は小幅に上昇し、10月以降期末にかけてもエマージング債券市場は続伸しました。エマージング債券市場

は、期を通してＥＭＢＩ＋ソブリンの価格が上昇したほか、同スプレッドは５月以降６月にかけて急速に拡大

し、一時は高止まる局面もあったものの、その後は再び縮小傾向を取り戻し、期を通しては縮小しました。 

 

 

期の前半エマージング債券の組入れを大幅に引下げた一方、米国債の組入れを大幅に引上げポートフォリ

オの約３分の２の組入れとしました。期の後半に入っても米国債の組入れを高位に維持し、エマージング債券

の組入れは低位とし、保有している現地通貨の大半に対して為替ヘッジを行うなど、慎重な投資スタンスを維

持しました。2010年８月下旬以降期末にかけては、米国債の組入れを徐々に引下げた一方、エマージング諸国

債券および通貨の組入れを引上げました。 

 

○基準価額 

期首16,141円でスタートした基準価額は、16,566円で当期末を迎えました。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第10期（2010年11月11日から2011年11月10日まで） 
 

 

エマージング債券市場は下落して始まり、2010年末にかけて軟調に推移しました。2011年に入り２月上旬に

かけて引続き軟調に推移しました。２月中旬以降５月上旬にかけては、エマージング債券市場は反発を見せま

した。５月中旬以降７月末にかけては底堅く推移し、８月に入るとエマージング債券市場は弱含みました。し

かしながら、８月中旬以降９月上旬にかけては、堅調に推移しました。９月中旬以降期末にかけてエマージン

グ債券市場は堅調に推移し、期を通しては上昇して終えました。当期、エマージング債券市場は、ＪＰモルガ

ン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）ソブリンの利回りは低下（価

格は上昇）した一方、同スプレッド（米国債との利回り格差）は拡大しました。 

 

 

期初以降2011年１月にかけては、相対的に安全とされる米国債の高位組入れを維持しました。２月以降５月

中旬にかけては米国債の組入れを引下げた一方、エマージング債券の組入れを大幅に引上げました。５月中旬

以降期末にかけては米国債の組入れを引上げた一方、エマージング債券の組入れを引下げ、保有している現地

通貨の大半に対して為替ヘッジを行うなど慎重な投資スタンスを維持しました。 

 

○基準価額 

期首16,566円でスタートした基準価額は、16,392円で当期末を迎えました。 

 

第11期（2011年11月11日から2012年11月12日まで） 
 

 

期初、エマージング債券市場は小幅に下落して始まりました。2012年３月中旬にかけては上昇し、３月中旬

以降４月末にかけて底堅く推移しました。５月以降６月上旬にかけては、軟調に推移しました。６月中旬以降

７月末にかけては上昇に転じ、８月に一進一退の展開となりました。９月末にかけては、エマージング債券市

場は堅調に推移しました。10月以降期末にかけて底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。当期、エ

マージング債券市場は、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（ＥＭＢＩ＋）

ソブリンの利回りは低下（価格は上昇）した一方、同スプレッド（米国債との利回り格差）は縮小しました。 

 

 

期初以降2012年３月にかけては、相対的に安全とされる米国債の高位組入れを維持しました。４月以降期末

にかけては、エマージング債券の組入れを徐々に引上げた一方、米国債の組入れを徐々に引下げました。 

 

○基準価額 

期首16,392円でスタートした基準価額は、16,443円で当期末を迎えました。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第12期（2012年11月13日から2013年11月11日まで） 
 

 

エマージング債券市場は、期初以降2012年末にかけて概ね堅調に推移しました。2013年１月以降３月末にか

けては、概ね軟調に推移しました。４月、エマージング債券市場は堅調に推移しましたが、５月以降８月末に

かけて概ね軟調となりました。９月以降期末にかけては、概ね堅調に推移したものの、期を通しては下落して

終えました。 

 

 

期初以降2013年４月にかけて米国債の組入れを引き下げた一方、エマージング債券の組入れを引き上げま

した。５月以降８月にかけて米国債の組入れを引き上げた一方、エマージング債券の組入れを引き下げまし

た。９月以降期末にかけて米国債の組入れを再び引き下げた一方、エマージング債券の組入れを再び引き上げ

ました。国別では、中国やブラジルを始めとする現地通貨建て債券を買付けました。一方、ポーランドや韓国

を始めとする現地通貨建て債券を売却しました。 

 

○基準価額 

期首16,443円でスタートした基準価額は、17,265円で当期末を迎えました。 

 

第13期（2013年11月12日から2014年11月10日まで） 
 

 

エマージング債券市場は、期初以降2014年１月中旬にかけては小幅な値動きの中、底堅く推移しました。１

月下旬以降２月上旬にかけて、概ね軟調に推移しました。２月中旬以降５月上旬にかけては、概ね堅調に推移

し、５月中旬以降７月末にかけて引き続き堅調に推移しました。８月以降９月末にかけて、軟調に推移しまし

た。10月以降期末にかけてエマージング債券市場は概ね底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

 

期初以降2014年４月にかけて、韓国やポーランドなど相対的に低利回りのエマージング債券を一部売却し

た一方、ハンガリー、ブラジルおよびインドネシアなど相対的に高利回りで、ファンダメンタルズ（経済の基

礎的条件）の改善が期待される国々のエマージング債券の組入れを引き上げました。また、米国長期債の価格

上昇を見込み、同債券を追加で買い付けました。５月以降期末にかけて、ブラジルやハンガリーなど相対的に

高利回りで、ファンダメンタルズの改善が見込まれる国々のエマージング債券の組入れを継続しました。一

方、６月にロシア債券を一部組み入れたものの８月に全売却しました。 

 

○基準価額 

期首17,265円でスタートした基準価額は、17,636円で当期末を迎えました。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第14期（2014年11月11日から2015年11月10日まで） 
 

 

期初以降2014年12月中旬にかけて、エマージング債券市場は概ね軟調に推移しました。12月中旬以降2015年

２月上旬にかけては概ね堅調に推移しましたが、２月中旬以降３月中旬にかけては軟調に推移しました。３月

中旬以降５月上旬にかけては、エマージング債券市場は堅調に推移しましたが、５月中旬以降６月末にかけて

概ね軟調に推移しました。７月以降８月末にかけては概ね底堅く推移しました。９月に入ると、エマージング

債券市場は軟調に推移しました。10月以降期末にかけては概ね堅調に推移し、エマージング債券市場は期を通

じては小幅に上昇して終えました。 

 

 

期初以降2015年５月上旬にかけて、ロシアの現地通貨建て債券を新規に買い付けたほか、ブラジルやマレー

シア債券の組入れを引き上げました。一方、インドネシア、ベトナムやタイの債券の組入れを引き下げました。

５月中旬以降期末にかけて、タイおよびベトナムの現地通貨建て債券を全売却しました。一方、チェコおよび

韓国の現地通貨建て債券を新規に買い付けたほか、米国債の組入れを引き上げました。 

 
○基準価額の主な変動要因 

期首17,636円でスタートした基準価額は、16,656円で当期末を迎え、期首比5.6％の下落となりました。 

期初以降2015年５月上旬にかけては、好調に推移した米国長期債やロシア債券の組入れがファンドのパ

フォーマンスにプラスに寄与しました。フィリピン、メキシコやインドネシアを始めとするエマージング債券

の組入れもプラス寄与となりました。一方、ブラジル債券の組入れがマイナスに影響しました。５月中旬以降

期末にかけては、低調に推移したブラジルを始めとするラテンアメリカ諸国の債券の組入れや、ハンガリー、

ロシアやインドネシアを始めとするエマージング諸国の長期債の組入れが、マイナスの影響となりました。一

方、フィリピンを始めとするエマージング諸国の短期債の組入れがプラスに寄与しました。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第12期（2012年11月13日から2013年11月11日まで） 
 

 

エマージング債券市場は、期初以降2012年末にかけて概ね堅調に推移しました。2013年１月以降３月末にか

けては、概ね軟調に推移しました。４月、エマージング債券市場は堅調に推移しましたが、５月以降８月末に

かけて概ね軟調となりました。９月以降期末にかけては、概ね堅調に推移したものの、期を通しては下落して

終えました。 

 

 

期初以降2013年４月にかけて米国債の組入れを引き下げた一方、エマージング債券の組入れを引き上げま

した。５月以降８月にかけて米国債の組入れを引き上げた一方、エマージング債券の組入れを引き下げまし

た。９月以降期末にかけて米国債の組入れを再び引き下げた一方、エマージング債券の組入れを再び引き上げ

ました。国別では、中国やブラジルを始めとする現地通貨建て債券を買付けました。一方、ポーランドや韓国

を始めとする現地通貨建て債券を売却しました。 

 

○基準価額 

期首16,443円でスタートした基準価額は、17,265円で当期末を迎えました。 

 

第13期（2013年11月12日から2014年11月10日まで） 
 

 

エマージング債券市場は、期初以降2014年１月中旬にかけては小幅な値動きの中、底堅く推移しました。１

月下旬以降２月上旬にかけて、概ね軟調に推移しました。２月中旬以降５月上旬にかけては、概ね堅調に推移

し、５月中旬以降７月末にかけて引き続き堅調に推移しました。８月以降９月末にかけて、軟調に推移しまし

た。10月以降期末にかけてエマージング債券市場は概ね底堅く推移し、期を通しては上昇して終えました。 

 

 

期初以降2014年４月にかけて、韓国やポーランドなど相対的に低利回りのエマージング債券を一部売却し

た一方、ハンガリー、ブラジルおよびインドネシアなど相対的に高利回りで、ファンダメンタルズ（経済の基

礎的条件）の改善が期待される国々のエマージング債券の組入れを引き上げました。また、米国長期債の価格

上昇を見込み、同債券を追加で買い付けました。５月以降期末にかけて、ブラジルやハンガリーなど相対的に

高利回りで、ファンダメンタルズの改善が見込まれる国々のエマージング債券の組入れを継続しました。一

方、６月にロシア債券を一部組み入れたものの８月に全売却しました。 

 

○基準価額 

期首17,265円でスタートした基準価額は、17,636円で当期末を迎えました。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第14期（2014年11月11日から2015年11月10日まで） 
 

 

期初以降2014年12月中旬にかけて、エマージング債券市場は概ね軟調に推移しました。12月中旬以降2015年

２月上旬にかけては概ね堅調に推移しましたが、２月中旬以降３月中旬にかけては軟調に推移しました。３月

中旬以降５月上旬にかけては、エマージング債券市場は堅調に推移しましたが、５月中旬以降６月末にかけて

概ね軟調に推移しました。７月以降８月末にかけては概ね底堅く推移しました。９月に入ると、エマージング

債券市場は軟調に推移しました。10月以降期末にかけては概ね堅調に推移し、エマージング債券市場は期を通

じては小幅に上昇して終えました。 

 

 

期初以降2015年５月上旬にかけて、ロシアの現地通貨建て債券を新規に買い付けたほか、ブラジルやマレー

シア債券の組入れを引き上げました。一方、インドネシア、ベトナムやタイの債券の組入れを引き下げました。

５月中旬以降期末にかけて、タイおよびベトナムの現地通貨建て債券を全売却しました。一方、チェコおよび

韓国の現地通貨建て債券を新規に買い付けたほか、米国債の組入れを引き上げました。 

 
○基準価額の主な変動要因 

期首17,636円でスタートした基準価額は、16,656円で当期末を迎え、期首比5.6％の下落となりました。 

期初以降2015年５月上旬にかけては、好調に推移した米国長期債やロシア債券の組入れがファンドのパ

フォーマンスにプラスに寄与しました。フィリピン、メキシコやインドネシアを始めとするエマージング債券

の組入れもプラス寄与となりました。一方、ブラジル債券の組入れがマイナスに影響しました。５月中旬以降

期末にかけては、低調に推移したブラジルを始めとするラテンアメリカ諸国の債券の組入れや、ハンガリー、

ロシアやインドネシアを始めとするエマージング諸国の長期債の組入れが、マイナスの影響となりました。一

方、フィリピンを始めとするエマージング諸国の短期債の組入れがプラスに寄与しました。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第15期（2015年11月11日から2016年11月９日まで） 
 

 

期初以降2015年12月上旬にかけて、市場が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による12月の利上げ実施の可能
性を織り込むにつれて、リスク選好の動きが強まったこと等が追い風となり、エマージング債券市場は概ね堅
調に推移しました。 
12月中旬以降2016年１月中旬にかけては、中国株式相場の急落を起点とする世界同時株安、米国産原油の在

庫増を背景とする原油価格の下落等が重しとなり、エマージング債券市場は軟調に推移しました。 
１月下旬以降５月上旬にかけては、コモディティ価格の反発、欧州および中国の中央銀行による追加の金融

緩和策の実施への期待の高まり、ＦＲＢによる利上げペースの引き下げ等が追い風となり、エマージング債券
市場は概ね堅調に推移しました。 
５月中旬以降７月上旬にかけて、米国の予想値を下回る雇用統計の結果を受け、ＦＲＢによる利上げ実施の

可能性が低下し、先進国の債券の利回りは大きく低下しました。イギリスの欧州連合（ＥＵ）離脱に関する不
透明感も利回りの押し下げ要因となりました。 
７月中旬以降については、コモディティ価格の回復により、エマージング諸国の債券は概ね堅調に推移しま

した。特にブラジルや、アルゼンチンにおいて顕著となりました。その後、米国では雇用統計が改善し、再び
利上げ期待が高まったこと、またイギリスにおけるインフレ期待の高まりを受けて、先進国市場の債券利回り
は上昇し、エマージング債券市場も下落しました。 
エマージング債券市場は、期を通じては上昇して終えました。 
 

 

期初以降2016年５月上旬にかけて、フィリピン、チェコ、国際機関、タイの債券を売却した一方、ブラジル、
メキシコ、ロシア、インドネシア、南アフリカ等の債券を買い付けました。また、米国債の組入れを引き下げ
ました。 
５月中旬以降については、ハンガリー、ウクライナの債券を売却した一方、韓国、ブラジルやアルゼンチン

などの債券を買い付けました。2016年９月以降は11月の償還に備え、組入れていた債券を順次売却し、現金化
しました。 
 

○基準価額の主な変動要因 

期首16,656円でスタートした基準価額は、17,687円82銭で償還日を迎え、期首比6.2％の上昇となりました。 

期初以降2016年５月上旬にかけては、原油価格の反発に伴い、好調に推移したロシアやメキシコの債券の組

入れが、ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与しました。利回りが低下した米国債の組入れもプラスに寄

与しました。 

一方、政治経済の先行き不透明感が台頭した南アフリカの債券の組入れが、マイナスに影響しました。 

５月中旬以降当期末にかけては、概ね全ての保有銘柄においてファンドにプラスの寄与となり、特にブラジ

ル、ロシア、インドネシア、南アフリカ、メキシコの債券の組入れがファンドのパフォーマンスに大きくプラ

スに寄与しました。その他利回りが低めの東欧、アジアおよび米国の債券についても、プラスに寄与しました。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

○１万口当たりの費用明細 (2015年11月11日～2016年11月９日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率

  円 ％  

（a） そ の 他 費 用 83  0.481 (a)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 ） (82)  (0.476) ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
 送金・資産の移転等に要する費用 

 （ そ の 他 ） ( 1)  (0.005) ・その他は、グローバルな取引主体識別子（ＬＥＩ：Legal Entity Identifier）
 登録費用等 

 合 計 83   0.481   

期中の平均基準価額は、17,294円です。  

 
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。 

（注） 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）を期中の平均基準価額で除して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あります。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

第15期（2015年11月11日から2016年11月９日まで） 
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は上昇し、エマージング債券市場も下落しました。 
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○１万口当たりの費用明細 (2015年11月11日～2016年11月９日) 
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期中の平均基準価額は、17,294円です。  

 
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

○売買及び取引の状況 (2015年11月11日～2016年11月９日) 

 

 

 買 付 額 売 付 額 

外 

国 

  千米ドル 千米ドル 
アメリカ 国債証券 9,721 14,696 
  千メキシコペソ 千メキシコペソ 
メキシコ 国債証券 17,889 23,810 
  (       760)
  千ブラジルレアル 千ブラジルレアル 
ブラジル 国債証券 5,778 7,831 
ユーロ  千ユーロ 千ユーロ 
 その他 国債証券 327 570 
   (       340)
  千チェココルナ 千チェココルナ 
チェコ 国債証券 － 3,642 
  千ハンガリーフォリント 千ハンガリーフォリント 
ハンガリー 国債証券 － 120,786 
  千ポーランドズロチ 千ポーランドズロチ 
ポーランド 国債証券 1,355 1,341 
  (     1,300)
  千ロシアルーブル 千ロシアルーブル 
ロシア 国債証券 75,397 102,017 
  千マレーシアリンギット 千マレーシアリンギット 
マレーシア 国債証券 2,621 3,428 
  千タイバーツ 千タイバーツ 
タイ 国債証券 3,296 3,325 
  千フィリピンペソ 千フィリピンペソ 
フィリピン 国債証券 － 4,490 
  千インドネシアルピア 千インドネシアルピア 
インドネシア 国債証券 10,912,892 14,237,992 
  千韓国ウォン 千韓国ウォン 
韓国 国債証券 434,287 541,646 
  千インドルピー 千インドルピー 
インド 特殊債券 36,527 53,736 
  千南アフリカランド 千南アフリカランド 
南アフリカ 国債証券 18,133 23,028 

 
（注） 金額は約定代金。(経過利子分は含まれておりません。) 

（注） 単位未満は切捨て。 

（注） ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2015年11月11日～2016年11月９日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

○組入資産の明細 (2016年11月９日現在) 

 

 2016年11月９日現在、有価証券等の組入れはございません。 

 

○投資信託財産の構成 (2016年11月９日現在) 

項 目 
償 還 時 

評 価 額 比 率 

 千円 ％

コール・ローン等、その他 876,304 100.0

投資信託財産総額 876,304 100.0
 

（注） 金額の単位未満は切捨て。 

 

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2016年11月９日現在) 

項 目 償 還 時 

  円

(A) 資産 876,304,267  

 コール・ローン等 876,304,267  

(B) 負債 2,358,095  

 未払解約金 2,327,272  

 その他未払費用 30,823  

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 873,946,172  

 元本 494,094,888  

 償還差益金 379,851,284  

(D) 受益権総口数 494,094,888口

 １万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ) 17,687円82銭
 

［元本増減］ 

期首元本額 690,213,415円

期中追加設定元本額 251,173円

期中一部解約元本額 196,369,700円

 

［当マザーファンドの当期末における元本の内訳］ 

シュローダー月果美人 494,094,888円
 

○損益の状況 (2015年11月11日～2016年11月９日) 

項 目 当 期 

  円

(A) 配当等収益 45,606,463  

 受取利息 45,606,463  

(B) 有価証券売買損益 22,676,500  

 売買益 179,122,972  

 売買損 △156,446,472  

(C) 保管費用等 △  4,831,890  

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 63,451,073  

(E) 前期繰越損益金 459,409,689  

(F) 追加信託差損益金 184,526  

(G) 解約差損益金 △143,194,004  

 償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 379,851,284  
 
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追

加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分

をいいます。 

（注） 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、

元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 
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シュローダー月果美人マザーファンド 

○売買及び取引の状況 (2015年11月11日～2016年11月９日) 
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（注） 金額は約定代金。(経過利子分は含まれておりません。) 

（注） 単位未満は切捨て。 

（注） ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2015年11月11日～2016年11月９日) 

 

 該当事項はございません。 
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○組入資産の明細 (2016年11月９日現在) 

 

 2016年11月９日現在、有価証券等の組入れはございません。 

 

○投資信託財産の構成 (2016年11月９日現在) 

項 目 
償 還 時 

評 価 額 比 率 

 千円 ％

コール・ローン等、その他 876,304 100.0

投資信託財産総額 876,304 100.0
 

（注） 金額の単位未満は切捨て。 

 

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2016年11月９日現在) 

項 目 償 還 時 

  円

(A) 資産 876,304,267  

 コール・ローン等 876,304,267  

(B) 負債 2,358,095  

 未払解約金 2,327,272  

 その他未払費用 30,823  

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 873,946,172  

 元本 494,094,888  

 償還差益金 379,851,284  

(D) 受益権総口数 494,094,888口

 １万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ) 17,687円82銭
 

［元本増減］ 

期首元本額 690,213,415円

期中追加設定元本額 251,173円

期中一部解約元本額 196,369,700円

 

［当マザーファンドの当期末における元本の内訳］ 

シュローダー月果美人 494,094,888円
 

○損益の状況 (2015年11月11日～2016年11月９日) 

項 目 当 期 

  円

(A) 配当等収益 45,606,463  

 受取利息 45,606,463  

(B) 有価証券売買損益 22,676,500  

 売買益 179,122,972  

 売買損 △156,446,472  

(C) 保管費用等 △  4,831,890  

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 63,451,073  

(E) 前期繰越損益金 459,409,689  

(F) 追加信託差損益金 184,526  

(G) 解約差損益金 △143,194,004  

 償還差益金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 379,851,284  
 

（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追

加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分

をいいます。 

（注） 損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、

元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。 
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