
野村世界６資産分散投信
安定コース／分配コース／成長コース

交付運用報告書
追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

第53期（決算日2014年９月10日） 第54期（決算日2014年11月10日） 第55期（決算日2015年１月13日）

作成対象期間（2014年７月11日～2015年１月13日）

＜安定コース＞ ＜分配コース＞
第55期末（2015年１月13日） 第55期末（2015年１月13日）
基 準 価 額 11,804円 基 準 価 額 10,439円
純資産総額 38,203百万円 純資産総額 165,246百万円

第53期～第55期 第53期～第55期
騰 落 率 8.0％ 騰 落 率 11.8％
分配金（税込み）合計 90円 分配金（税込み）合計 90円
＜成長コース＞
第55期末（2015年１月13日）（注）	 	騰落率は分配金（税込み）を分

配時に再投資したものとみな
して計算したもので、小数点
以下第２位を四捨五入して表
示しております。

（注）	 	純資産総額の単位未満は切捨
てて表示しております。

基 準 価 額 11,391円
純資産総額 38,818百万円

第53期～第55期
騰 落 率 12.0％
分配金（税込み）合計 90円

受益者のみなさまへ
　平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し 
上げます。
　当ファンドは、各マザーファンド受益証券へ
の投資を通じて、主として国内および外国の各
株式、各債券、各不動産投資信託証券（REIT）
に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長
を目的に運用を行うことを基本とします。
　ここに、当作成対象期間の運用状況等に 
ついてご報告申し上げます。
　今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 
お願い申し上げます。

○	交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な
ものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告
書（全体版）に記載しております。

○	当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に
記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供することができる
旨を定めております。運用報告書（全体版）は、野村アセット
マネジメントのホームページで閲覧・ダウンロードしていただ
けます。

○	運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付
されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わ
せください。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ホームページを開く
⇒「ファンド検索」にファンド名を入力しファンドを選択
⇒ファンド詳細ページから「運用報告書（全体版）」を選択

東京都中央区日本橋1－12－1

サポートダイヤル　0120－753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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1

野村世界６資産分散投信　安定コース

運用経過

○基準価額の主な変動要因

第53期首：11,016円
第55期末：11,804円（既払分配金（税込み）：90円）
騰 落 率：8.0%（分配金再投資ベース）

（注）	 	分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。作成期首（2014年７月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（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）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指
数です。詳細は21ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2014年７月10日）の値が基準価額と同一となるように計算してお
ります。

（注）	 	上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

作成期間中の基準価額等の推移 （2014年７月11日～2015年１月13日）

　基準価額は、第53期首11,016円から第55期末11,804円（分配落ち後）となりました。この間、分
配金として１万口当たり合計90円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は
878円となりました。
　投資対象とする６本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（+28.8%）、国内REIT
（+25.3%）、外国債券（+13.0%）、外国株式（+12.9%）、国内株式（+10.1%）、国内債券（+3.3%）
とすべて上昇しました。
　国内債券や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<安定コース>

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） ベンチマーク（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）

36,500

37,000

37,500

38,000

40,000

39,500

39,000

38,500

10,800

11,000

11,200

11,400

11,600

11,800

12,000

12,200

2014/７/10 2014/９/10 2015/１/132014/11/10

（百万円）（円）

010_3073353632703.indd   1 2015/02/20   22:09:49



2

野村世界６資産分散投信　安定コース

項　　　　　目
第53期~第55期

項目の概要
金　　額 比　　率

円 ％
（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

39
（15）

（21）

（3）

0.343
（0.127）

（0.188）

（0.028）

（a）	信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
法定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
座内でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の
実行等

（b）売買委託手数料
（株式）
（投資信託証券）
（先物・オプション）

0
（0）
（0）
（0）

0.001
（0.000）
（0.001）
（0.000）

（b）	 	売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作
成期間の平均受益権口数

	 ※	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売
買仲介人に支払う手数料

（c）有価証券取引税
（株式）
（投資信託証券）

0
（0）
（0）

0.000
（0.000）
（0.000）

（c）	 	有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作
成期間の平均受益権口数

	 ※	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生
する取引に関する税金

（d）その他費用

（保管費用）

（監査費用）

（その他）

0

（0）

（0）

（0）

0.004

（0.002）

（0.001）

（0.000）

（d）	 	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
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係
る費用
信託事務の処理に要するその他の諸費用

合　　　　　計 39 0.348
作成期間の平均基準価額は、11,406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）	 	売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに

対応するものを含みます。
（注）	 	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。

１万口当たりの費用明細 （2014年７月11日～2015年１月13日）
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3

野村世界６資産分散投信　安定コース

2010年１月12日
決算日

2011年１月11日
決算日

2012年１月10日
決算日

2013年１月10日
決算日

2014年１月10日
決算日

2015年１月13日
決算日

基準価額 （円） 9,227 9,158 8,709 9,656 10,856 11,804
期間分配金合計（税込み） （円） － 180 180 180 180 180
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 1.2 △3.0 13.1 14.4 10.5
ベンチマーク騰落率 （％） － 1.8 △2.4 13.6 15.1 11.2
純資産総額 （百万円） 47,769 46,538 43,571 41,239 38,588 38,203
（注）	 	上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）	 	純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）	 	騰落率は１年前の決算応当日との比較です。

最近５年間の基準価額等の推移 （2010年１月12日～2015年１月13日）

（注）	 	分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。2010年１月12日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（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）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指
数です。詳細は21ページをご参照ください。ベンチマークは、2010年１月12日の値が分配金再投資基準価額と同一となるように計算してお
ります。
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4

野村世界６資産分散投信　安定コース

投資環境 （2014年７月11日～2015年１月13日）

（2014年７月11日～2015年１月13日）当ファンドのポートフォリオ
　第55期末の各マザーファンドへの投資比率は
「国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド｣	
60.7％、「外国債券マザーファンド」9.8％、「国
内株式マザーファンド」4.9％、「外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド」14.3％、「J－REIT
インデックス	マザーファンド」5.2％、「海外
REITインデックス	マザーファンド」5.1％としま
した。また、当運用期間を通じ、６本のマザーフ
ァンドへの投資比率の合計は概ね99％以上の高位
に保ちました。
　マザーファンドの運用経過については、19ペー
ジをご参照ください。

＜投資比率（2015年１月13日現在）＞

資　　　産 変　動　要　因　等

国 内 債 券
日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定され
たことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。

外 国 債 券
米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧
州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利
回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

国 内 株 式
日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景
に上昇しました。

外 国 株 式
ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米
国を中心に上昇しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

国 内 R E I T 東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。

外 国 R E I T
米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）
しました。

海外REITインデックス 
マザーファンド
5.1％

国内債券
NOMURA-BPI総合 
マザーファンド
60.7％

J－REITインデックス 
マザーファンド
5.2％

外国債券
マザーファンド
9.8％

現金、その他
0.0％

国内株式
マザーファンド
4.9％

外国株式
MSCI-KOKUSAI 
マザーファンド
14.3％
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5

野村世界６資産分散投信　安定コース

　第53期から第55期までの基準価額の騰落率は+8.0％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対
象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の
+8.3％を0.3ポイント下回りました。
　主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用
などのコスト負担です。主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が
計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、
基準価額とベンチマークの騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2014年７月11日～2015年１月13日）

（注）	 	基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マ

ザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

第54期
2014/11/10

第55期
2015/１/13

第53期
2014/９/10

（％）
4.0

2.0

3.0

1.0

0.0

－1.0

基準価額 ベンチマーク

010_3073353632703.indd   5 2015/02/20   22:09:49



6

野村世界６資産分散投信　安定コース

（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。

項　　　目
第53期 第54期 第55期

2014年７月11日　
　～2014年９月10日

2014年９月11日　
　～2014年11月10日

2014年11月11日　
　～2015年１月13日

当期分配金 30 30 30
（対基準価額比率） 0.268％ 0.261％ 0.254％
当期の収益 30 30 30
当期の収益以外 － － －

翌期繰越分配対象額 1,937 2,240 2,564

（単位：円、１万口当たり・税込み）

分配金

今後の運用方針

（2014年７月11日～2015年１月13日）

　収益分配金（１万口当たり）は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、第53期～
第55期は各期30円、合計90円としました。
　留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

　引き続き国内及び外国の各債券・株式・REITの６資産について、基本投資割合を目処としてバランス
よく分散投資し、信託財産の着実な成長を目指します。基本投資割合に各マザーファンドの対象指数の
月次リターンを掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

　今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○分配原資の内訳
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7

野村世界６資産分散投信　分配コース

運用経過

○基準価額の主な変動要因

第53期首：9,417円
第55期末：10,439円（既払分配金（税込み）：90円）
騰 落 率：11.8%（分配金再投資ベース）

（注）	 	分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。作成期首（2014年７月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（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）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指
数です。詳細は21ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2014年７月10日）の値が基準価額と同一となるように計算してお
ります。

（注）	 	上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

作成期間中の基準価額等の推移 （2014年７月11日～2015年１月13日）

　基準価額は、第53期首9,417円から第55期末10,439円（分配落ち後）となりました。この間、分配
金として１万口当たり合計90円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は
1,112円となりました。
　投資対象とする６本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（+28.8%）、国内REIT
（+25.3%）、外国債券（+13.0%）、外国株式（+12.9%）、国内株式（+10.1%）、国内債券（+3.3%）
とすべて上昇しました。
　外国債券や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<分配コース>

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） ベンチマーク（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）
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野村世界６資産分散投信　分配コース

項　　　　　目
第53期~第55期

項目の概要
金　　額 比　　率

円 ％
（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

38
（14）

（21）

（3）

0.382
（0.146）

（0.208）

（0.028）

（a）	信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
法定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
座内でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の
実行等

（b）売買委託手数料
（株式）
（投資信託証券）
（先物・オプション）

0
（0）
（0）
（0）

0.001
（0.000）
（0.001）
（0.000）

（b）	 	売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作
成期間の平均受益権口数

	 ※	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売
買仲介人に支払う手数料

（c）有価証券取引税
（株式）
（投資信託証券）

0
（0）
（0）

0.000
（0.000）
（0.000）

（c）	 	有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作
成期間の平均受益権口数

	 ※	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生
する取引に関する税金

（d）その他費用

（保管費用）

（監査費用）

（その他）

1

（0）

（0）

（0）

0.006

（0.005）

（0.001）

（0.000）

（d）	 	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
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係
る費用
信託事務の処理に要するその他の諸費用

合　　　　　計 39 0.389
作成期間の平均基準価額は、9,978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）	 	売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに

対応するものを含みます。
（注）	 	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。

１万口当たりの費用明細 （2014年７月11日～2015年１月13日）
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野村世界６資産分散投信　分配コース

2010年１月12日
決算日

2011年１月11日
決算日

2012年１月10日
決算日

2013年１月10日
決算日

2014年１月10日
決算日

2015年１月13日
決算日

基準価額 （円） 8,052 7,174 6,530 7,769 9,281 10,439
期間分配金合計（税込み） （円） － 480 330 180 180 180
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △5.0 △4.6 22.0 21.9 14.6
ベンチマーク騰落率 （％） － △4.5 △3.9 22.5 22.9 15.7
純資産総額 （百万円） 343,957 312,308 246,007 211,788 177,273 165,246
（注）	 	上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）	 	純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）	 	騰落率は１年前の決算応当日との比較です。

最近５年間の基準価額等の推移 （2010年１月12日～2015年１月13日）

（注）	 	分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。2010年１月12日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（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）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指
数です。詳細は21ページをご参照ください。ベンチマークは、2010年１月12日の値が分配金再投資基準価額と同一となるように計算してお
ります。
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野村世界６資産分散投信　分配コース

投資環境 （2014年７月11日～2015年１月13日）

（2014年７月11日～2015年１月13日）当ファンドのポートフォリオ
　第55期末の各マザーファンドへの投資比率は
「国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド｣	
20.5％、「外国債券マザーファンド」49.7％、「国
内株式マザーファンド」5.0％、「外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンド」14.5％、「J－REIT
インデックス	マザーファンド」5.2％、「海外
REITインデックス	マザーファンド」5.1％とし
ました。また、当運用期間を通じ、６本のマザー
ファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上の
高位に保ちました。
　マザーファンドの運用経過については、19ペー
ジをご参照ください。

＜投資比率（2015年１月13日現在）＞

資　　　産 変　動　要　因　等

国 内 債 券
日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定され
たことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。

外 国 債 券
米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧
州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利
回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

国 内 株 式
日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景
に上昇しました。

外 国 株 式
ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米
国を中心に上昇しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

国 内 R E I T 東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。

外 国 R E I T
米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）
しました。

海外REITインデックス 
マザーファンド
5.1％

J－REITインデックス 
マザーファンド
5.2％

外国債券
マザーファンド
49.7％

現金、その他
0.0％

国内株式
マザーファンド
5.0％

外国株式
MSCI-KOKUSAI 
マザーファンド
14.5％

国内債券
NOMURA-BPI総合 
マザーファンド
20.5％
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野村世界６資産分散投信　分配コース

　第53期から第55期までの基準価額の騰落率は+11.8％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの
対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）
の+12.4％を0.6ポイント下回りました。
　主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用
などのコスト負担です。主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が
計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、
基準価額とベンチマークの騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2014年７月11日～2015年１月13日）

（注）	 	基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マ

ザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

第54期
2014/11/10

第55期
2015/１/13

第53期
2014/９/10

（％）
8.0

4.0

6.0

2.0

0.0

－2.0

基準価額 ベンチマーク
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野村世界６資産分散投信　分配コース

（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。

項　　　目
第53期 第54期 第55期

2014年７月11日　
　～2014年９月10日

2014年９月11日　
　～2014年11月10日

2014年11月11日　
　～2015年１月13日

当期分配金 30 30 30
（対基準価額比率） 0.310％ 0.296％ 0.287％
当期の収益 30 30 30
当期の収益以外 － － －

翌期繰越分配対象額 280 739 1,061

（単位：円、１万口当たり・税込み）

分配金

今後の運用方針

（2014年７月11日～2015年１月13日）

　収益分配金（１万口当たり）は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、第53期～
第55期は各期30円、合計90円としました。
　留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

　引き続き国内及び外国の各債券・株式・REITの６資産について、基本投資割合を目処としてバランス
よく分散投資し、インカムゲイン（利子配当収益）の獲得と信託財産の成長を目指します。基本投資割
合に各マザーファンドの対象指数の月次リターンを掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指し
た運用を行います。

　今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○分配原資の内訳
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野村世界６資産分散投信　成長コース

運用経過

○基準価額の主な変動要因

第53期首：10,258円
第55期末：11,391円（既払分配金（税込み）：90円）
騰 落 率：12.0%（分配金再投資ベース）

（注）	 	分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。作成期首（2014年７月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（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）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指
数です。詳細は21ページをご参照ください。ベンチマークは、作成期首（2014年７月10日）の値が基準価額と同一となるように計算してお
ります。

（注）	 	上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

作成期間中の基準価額等の推移 （2014年７月11日～2015年１月13日）

　基準価額は、第53期首10,258円から第55期末11,391円（分配落ち後）となりました。この間、分
配金として１万口当たり合計90円の分配金をお支払いしましたので、分配金を考慮した値上がり額は
1,223円となりました。
　投資対象とする６本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（+28.8%）、国内REIT
（+25.3%）、外国債券（+13.0%）、外国株式（+12.9%）、国内株式（+10.1%）、国内債券（+3.3%）
とすべて上昇しました。
　外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<成長コース>

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） ベンチマーク（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）
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野村世界６資産分散投信　成長コース

項　　　　　目
第53期~第55期

項目の概要
金　　額 比　　率

円 ％
（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

46
（18）

（25）

（3）

0.421
（0.161）

（0.232）

（0.028）

（a）	信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、
法定書面等の作成、基準価額の算出等
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
座内でのファンドの管理および事務手続き等
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の
実行等

（b）売買委託手数料
（株式）
（投資信託証券）
（先物・オプション）

0
（0）
（0）
（0）

0.002
（0.001）
（0.001）
（0.001）

（b）	 	売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作
成期間の平均受益権口数

	 ※	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売
買仲介人に支払う手数料

（c）有価証券取引税
（株式）
（投資信託証券）

0
（0）
（0）

0.001
（0.000）
（0.000）

（c）	 	有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作
成期間の平均受益権口数

	 ※	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生
する取引に関する税金

（d）その他費用

（保管費用）

（監査費用）

（その他）

1

（0）

（0）

（0）

0.006

（0.003）

（0.002）

（0.001）

（d）	 	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
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係
る費用
信託事務の処理に要するその他の諸費用

合　　　　　計 47 0.430
作成期間の平均基準価額は、10,954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）	 	売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに

対応するものを含みます。
（注）	 	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。

１万口当たりの費用明細 （2014年７月11日～2015年１月13日）
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2010年１月12日
決算日

2011年１月11日
決算日

2012年１月10日
決算日

2013年１月10日
決算日

2014年１月10日
決算日

2015年１月13日
決算日

基準価額 （円） 7,380 7,112 6,103 7,544 10,152 11,391
期間分配金合計（税込み） （円） － 180 180 180 180 180
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － △1.1 △11.8 27.0 37.2 14.1
ベンチマーク騰落率 （％） － △1.0 △11.8 27.0 37.5 14.4
純資産総額 （百万円） 49,924 47,816 38,286 40,710 42,169 38,818
（注）	 	上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）	 	純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）	 	騰落率は１年前の決算応当日との比較です。

最近５年間の基準価額等の推移 （2010年１月12日～2015年１月13日）

（注）	 	分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。2010年１月12日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（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）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指
数です。詳細は21ページをご参照ください。ベンチマークは、2010年１月12日の値が分配金再投資基準価額と同一となるように計算してお
ります。
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投資環境 （2014年７月11日～2015年１月13日）

（2014年７月11日～2015年１月13日）当ファンドのポートフォリオ
　第55期末の各マザーファンドへの投資比率は
「国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド｣	
10.3％、「外国債券マザーファンド」10.0％、「国
内株式マザーファンド」35.1％、「外国株式
MSCI-KOKUSAIマザーファンド」34.0％、「J
－REITインデックス	マザーファンド」5.3％、「海
外REITインデックス	マザーファンド」5.2％と
しました。また、当運用期間を通じ、６本のマザー
ファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上の
高位に保ちました。
　マザーファンドの運用経過については、19ペー
ジをご参照ください。

＜投資比率（2015年１月13日現在）＞

資　　　産 変　動　要　因　等

国 内 債 券
日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定され
たことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。

外 国 債 券
米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECB（欧
州中央銀行）による追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利
回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

国 内 株 式
日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景
に上昇しました。

外 国 株 式
ユーロ圏の景況感悪化などを受けて欧州株式市場は下落しましたが、米国の堅調な景気動向などを背景に米
国を中心に上昇しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）しました。

国 内 R E I T 東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。

外 国 R E I T
米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。加えて､ 主要通貨も対円で上昇（円安）
しました。

海外REITインデックス 
マザーファンド
5.2％

J－REITインデックス 
マザーファンド
5.3％

外国債券
マザーファンド
10.0％

国内債券
NOMURA-BPI総合 
マザーファンド
10.3％

現金、その他
0.0％

国内株式
マザーファンド
35.1％

外国株式
MSCI-KOKUSAI 
マザーファンド
34.0％
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野村世界６資産分散投信　成長コース

　第53期から第55期までの基準価額の騰落率は+12.0％となり、ベンチマーク（各マザーファンドの
対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）
の+12.1％を0.1ポイント下回りました。
　主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用
などのコスト負担です。主なプラス要因は国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が
計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、
基準価額とベンチマークの騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2014年７月11日～2015年１月13日）

（注）	 	基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）	 	ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マ

ザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）

第54期
2014/11/10

第55期
2015/１/13

第53期
2014/９/10

（％）
8.0

4.0

6.0

2.0

0.0

－2.0

基準価額 ベンチマーク
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野村世界６資産分散投信　成長コース

（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。

項　　　目
第53期 第54期 第55期

2014年７月11日　
　～2014年９月10日

2014年９月11日　
　～2014年11月10日

2014年11月11日　
　～2015年１月13日

当期分配金 30 30 30
（対基準価額比率） 0.282％ 0.269％ 0.263％
当期の収益 30 30 30
当期の収益以外 － － －

翌期繰越分配対象額 2,046 2,575 2,841

（単位：円、１万口当たり・税込み）

分配金

今後の運用方針

（2014年７月11日～2015年１月13日）

　収益分配金（１万口当たり）は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、第53期～
第55期は各期30円、合計90円としました。
　留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

　引き続き国内及び外国の各債券・株式・REITの６資産について、基本投資割合を目処としてバランス
よく分散投資し、信託財産の成長を目指します。基本投資割合に各マザーファンドの対象指数の月次リ
ターンを掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

　今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○分配原資の内訳

010_3073353632703.indd   18 2015/02/20   22:09:50



19

野村世界６資産分散投信

マザーファンドの運用経過

［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］
　NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮
して選択した利付債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンド
の特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランスを行いました。
第55期末の組入銘柄数は913銘柄です。債券組入比率は当運用期間を通じて高位を維持し、第55期末
は99.4％としました。

［外国債券マザーファンド］
　シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし･円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、
通貨構成、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資し
ました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成やデュレーション
など）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランスを行いました。第55期末の組入銘柄数は
589銘柄としております。債券組入比率は当運用期間を通じて高位を維持し、第55期末は98.8％とし
ました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

〈各ファンドからマザーファンドへの投資〉
（マザーファンド）

（ベビーファンド）

野村世界６資産分散投信
安定コース

野村世界６資産分散投信
分配コース

野村世界６資産分散投信
成長コース

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド
外国債券

マザーファンド
国内株式

マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAI

マザーファンド
J－REITインデックス
マザーファンド

海外REITインデックス
マザーファンド

国内の債券

外国の債券

国内の株式

外国の株式

国内のREIT

外国のREIT

投資

収益

投資
収益
投資
収益
投資
収益
投資
収益
投資
収益
投資
収益
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［国内株式マザーファンド］
　東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は概ね99％
台を維持し、第55期末は100.0％としました。現物株式につきましては、東証１部上場銘柄に幅広く分
散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直
し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組
み入れを見合わせました。第55期末の国内株式組入銘柄数は1,825銘柄です。また、日々の追加設定・
解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいり
ました。

［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］
　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、
株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は概ね99％以上の高位を維持し、第55期末は99.9％とし
ました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で
占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して
適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。第
55期末の組入銘柄数は1,329銘柄です。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

［J－REITインデックス マザーファンド］
　東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を
含む）は概ね99％台の高位を維持し、第55期末は100.0％としました。J－REITへの投資にあたっては、
個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見
直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。第55期末の組入銘柄数は48銘柄です。また、
組入比率を高位に維持するため、東証REIT先物を利用してまいりました。

［海外REITインデックス マザーファンド］
　S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、
実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は概ね98％以上の高位を維持し、第55期末は100.0％とし
ました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄
構成比とほぼ同水準になるように運用を行い、第55期末の組入銘柄数は300銘柄としました。なお為替
ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。
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<マザーファンドの対象指数について>

＊	ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産
権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデッ
クスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
を負うものではありません。

＊	シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup	 Index	LLC	が開発した
日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘ
ッジを行なわない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
は、Citigroup	 Index	LLC	の知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての
権利は、Citigroup	Index	LLC	が有しています。

＊	ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知
的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利及びＴＯＰＩＸ
の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界６資産分散投信」の発行又は売買に起因
するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

＊	ＭＳＣＩ指数は、ＭＳＣＩが独占的に所有しています。ＭＳＣＩ及びＭＳＣＩ指数は、ＭＳＣＩ及びその関
係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾
されています。ここに記載されたいかなるファンドも、ＭＳＣＩ、ＭＳＣＩの関連会社及びＭＳＣＩ指数の
作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判
断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記
載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、
ＭＳＣＩが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係につい
て、より詳細な記述があります。

＊	東証ＲＥＩＴ指数の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といい
ます。）の知的財産であり、東証ＲＥＩＴ指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関する
すべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は	｢野村世界６資
産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

＊	｢Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本)」はスタンダード＆プアーズ	ファイナンシャル	サービシーズ	エル
エルシーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。ス
タンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適
格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。
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野村世界６資産分散投信
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野村世界６資産分散投信

商 品 分 類
安定コース 分配コース 成長コース

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信 託 期 間 2005年10月３日以降、無期限とします。

運 用 方 針

マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各株式、各債券、各不動産投資信託証券（REIT）の６資
産に実質的に投資します。各ファンド毎に、概ね基本投資割合を目処としてバランスよく分散投資を行いま
す。各ファンドは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各基本投資割合を掛け合わせた合成指
数に連動する投資成果を目指して運用を行います。安定コースは、信託財産の着実な成長を目的に運用を行
うことを基本とします。分配コースは、インカムゲイン（利子配当収益）の獲得と信託財産の成長を目的に
運用を行うことを基本とします。成長コースは、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。
＜基本投資割合＞
国 内 債 券 60％ 20％ 10％
外 国 債 券 10％ 50％ 10％
国 内 株 式 ５％ ５％ 35％
外 国 株 式 15％ 15％ 35％
国 内 R E I T ５％ ５％ ５％
外 国 R E I T ５％ ５％ ５％

主 要 投 資 対 象

野村世界６資産分散投信

「国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J
－REITインデックス	マザーファンド」、「海外REITインデックス	マザーファン
ド」の受益証券を主要投資対象とします。

国内債券NOMURA-BPI	総合マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
J－REITインデックス	マザーファンド J－REITを主要投資対象とします。
海外REITインデックス	マザーファンド 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。

運 用 方 法 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内および外国の各株式、各債券、各不動産投資信
託証券（REIT）に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長を目的に運用を行うことを基本とします。

分 配 方 針 年６回の毎決算時に、原則として利子･配当等収益等の水準および、基準価額水準等を勘案して分配します。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

お知らせ

各ファンドの概要

＜安定コース＞＜分配コース＞＜成長コース＞
　運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
	 ＜変更適用日：2014年12月１日＞
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野村世界６資産分散投信

「野村世界６資産分散投信」の特色

国内および外国の、「債券」「株式」「リート（不動産投資信託）※」といった６種
類の資産に、バランス良く分散投資します。
※	リート（REIT）とは不動産投資信託（Real	Estate	 Investment	Trust）のことを意味しており、不動産に投資
する投資信託のことです。

「安定コース」、「分配コース」、「成長コース」の３つのコースが用意されています。

年に６回、収益を分配します。

原則、１月、３月、５月、７月、９月および11月の各10日（ただし、休業日の
場合は翌営業日）を決算日とし、毎決算時に、分配を行います。

それぞれのコースは乗り換え（スイッチング）することができます。

国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行うことを基本
とします。

外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン（利子配当収益）の獲得と信託財産の
成長を目的に運用を行うことを基本とします。

株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。

安定
コース

分配
コース

成長
コース

ポイント１

ポイント２

ポイント３
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野村世界６資産分散投信

運用の概要
（１）		[野村世界６資産分散投信（安定コース）］、［野村世界６資産分散投信（分配コース）］、［野村世界

６資産分散投信（成長コース）］の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」、
「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファ
ンド」、「J－REITインデックス	マザーファンド」、「海外REITインデックス	マザーファンド」の
各受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の
各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。

（２）		各ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は以下を基本（これを「基本投資割合」といい
ます。）とし、原則として毎月、リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターン
に、各ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成
果を目指した運用を行います。

〈安定コース〉 〈分配コース〉 〈成長コース〉

外国株式
15％ 国内債券

60％

国内REIT
5％

外国REIT
5％

国内株式
5％

外国債券
10％

外国株式
15％

国内債券
20％

国内REIT
5％

外国REIT
5％

国内株式
5％ 外国債券

50％

外国株式
35％

国内REIT
5％

外国REIT
5％

外国債券
10％

国内債券
10％

国内株式
35％

○各ファンドの基本投資割合

資　産 実質的な投資をするマザーファンド 各マザーファンドの対象指数

国 内 債 券 国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド NOMURA-BPI総合
外 国 債 券 外国債券マザーファンド シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
国 内 株 式 国内株式マザーファンド 東証株価指数（TOPIX）
外 国 株 式 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
国内RE I T J－REITインデックス	マザーファンド 東証REIT指数（配当込み）
外国RE I T 海外REITインデックス	マザーファンド S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
＊		｢MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
＊		｢S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会
社が独自に円換算したものです。
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野村世界６資産分散投信　安定コース／分配コース

（参考情報）
○各ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
＜野村世界６資産分散投信　安定コース＞

＜野村世界６資産分散投信　分配コース＞

（単位：％）
当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

最大値 19.8 65.0 65.7 82.4 4.5 34.9 43.7
最小値 △2.7 △17.0 △13.6 △22.8 0.4 △12.7 △10.1
平均値 7.1 12.3 20.2 13.7 2.3 7.5 10.0

（単位：％）
当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

最大値 34.5 65.0 65.7 82.4 4.5 34.9 43.7
最小値 △5.4 △17.0 △13.6 △22.8 0.4 △12.7 △10.1
平均値 9.1 12.3 20.2 13.7 2.3 7.5 10.0
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野村世界６資産分散投信　成長コース

＜野村世界６資産分散投信　成長コース＞

（注）	 	全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）	 	2010年１月から2014年12月の５年間の各月末における１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）	決算日に対応した数値とは異なります。
（注）	 	当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（単位：％）
当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

最大値 52.1 65.0 65.7 82.4 4.5 34.9 43.7
最小値 △10.4 △17.0 △13.6 △22.8 0.4 △12.7 △10.1
平均値 13.6 12.3 20.2 13.7 2.3 7.5 10.0

※各指数についての説明は、P36の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

《代表的な資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI-KOKUSAI	指数（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI国債
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
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野村世界６資産分散投信　安定コース

○組入ファンド

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

銘　柄　名 第55期末
％

国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド 60.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 14.3
外国債券マザーファンド 9.8
J－REITインデックス	マザーファンド 5.2
海外REITインデックス	マザーファンド 5.1
国内株式マザーファンド 4.9

組入銘柄数 6銘柄

項　　　　　目
第53期末 第54期末 第55期末

2014年９月10日 2014年11月10日 2015年１月13日
純資産総額 38,231,117,244円 38,370,294,332円 38,203,252,888円
受益権総口数 34,220,851,412口 33,437,344,932口 32,363,945,511口
１万口当たり基準価額 11,172円 11,475円 11,804円

（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

（注）当作成期間中（第53期～第55期）における追加設定元本額は2,550,422,944円、同解約元本額は4,982,588,021円です。

各ファンドのデータ

組入資産の内容

純資産等

（2015年１月13日現在）

親投資信託受益証券
100.0％

日本
100.0％

円
100.0％

＜野村世界６資産分散投信　安定コース＞
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野村世界６資産分散投信　分配コース

○組入ファンド

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

項　　　　　目
第53期末 第54期末 第55期末

2014年９月10日 2014年11月10日 2015年１月13日
純資産総額 164,913,385,190円 167,390,738,638円 165,246,316,088円
受益権総口数 171,058,694,227口 165,489,493,043口 158,296,218,527口
１万口当たり基準価額 9,641円 10,115円 10,439円

（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

（注）当作成期間中（第53期～第55期）における追加設定元本額は2,932,554,948円、同解約元本額は20,333,338,312円です。

各ファンドのデータ

組入資産の内容

純資産等

（2015年１月13日現在）

親投資信託受益証券
100.0％

日本
100.0％

円
100.0％

銘　柄　名 第55期末
％

外国債券マザーファンド 49.7
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド 20.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 14.5
J－REITインデックス	マザーファンド 5.2
海外REITインデックス	マザーファンド 5.1
国内株式マザーファンド 5.0

組入銘柄数 6銘柄

＜野村世界６資産分散投信　分配コース＞
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野村世界６資産分散投信　成長コース

○組入ファンド

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

項　　　　　目
第53期末 第54期末 第55期末

2014年９月10日 2014年11月10日 2015年１月13日
純資産総額 40,366,881,062円 40,359,254,354円 38,818,891,753円
受益権総口数 38,114,590,264口 36,298,267,597口 34,077,102,286口
１万口当たり基準価額 10,591円 11,119円 11,391円

（注）比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

（注）当作成期間中（第53期～第55期）における追加設定元本額は1,508,326,379円、同解約元本額は6,718,625,003円です。

各ファンドのデータ

組入資産の内容

純資産等

（2015年１月13日現在）

親投資信託受益証券
100.0％

日本
100.0％

円
100.0％

銘　柄　名 第55期末
％

国内株式マザーファンド 35.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 34.0
国内債券NOMURA-BPI総合	マザーファンド 10.3
外国債券マザーファンド 10.0
J－REITインデックス	マザーファンド 5.3
海外REITインデックス	マザーファンド 5.2

組入銘柄数 6銘柄

＜野村世界６資産分散投信　成長コース＞
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野村世界６資産分散投信

組入ファンドの概要
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 国庫債券　利付（５年）第116回 国債証券 円 日本 1.1	
2 国庫債券　利付（10年）第306回 国債証券 円 日本 1.1	
3 国庫債券　利付（10年）第328回 国債証券 円 日本 1.0	
4 国庫債券　利付（10年）第325回 国債証券 円 日本 1.0	
5 国庫債券　利付（５年）第102回 国債証券 円 日本 1.0	
6 国庫債券　利付（10年）第332回 国債証券 円 日本 1.0	
7 国庫債券　利付（５年）第105回 国債証券 円 日本 1.0	
8 国庫債券　利付（10年）第329回 国債証券 円 日本 0.9	
9 国庫債券　利付（10年）第285回 国債証券 円 日本 0.9	
10 国庫債券　利付（10年）第312回 国債証券 円 日本 0.9	

組入銘柄数 682銘柄

（2014年３月31日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（2013年４月２日～2014年３月31日）
【１万口当たりの費用明細】

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

（注）	比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）	国（地域）および国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）	組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）	その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

（円）

11,400

11,600

12,000

12,400

12,200

11,800

2013/４ 2013/６ 2013/８ 2013/10 2013/12 2014/２

国内債券
99.0％

その他
1.0％

日本
98.4％

その他
1.6％

円
99.0％

その他
1.0％

該当事項はございません。
（2013年４月２日～2014年３月31日）
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（円）

17,000

18,000

20,000

22,000

21,000

19,000

2013/６ 2013/８ 2013/10 2013/12 2014/２ 2014/４

外国債券マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 BUONI	POLIENNALI	DEL	TES 国債証券 ユーロ イタリア 0.6	
2 BUONI	POLIENNALI	DEL	TES 国債証券 ユーロ イタリア 0.6	
3 FRANCE	GOVERNMENT	O.A.T 国債証券 ユーロ フランス 0.5	
4 BUONI	POLIENNALI	DEL	TES 国債証券 ユーロ イタリア 0.5	
5 US	TREASURY	N/B 国債証券 米ドル アメリカ 0.5	
6 US	TREASURY	N/B 国債証券 米ドル アメリカ 0.5	
7 UK	TREASURY 国債証券 英ポンド イギリス 0.5	
8 US	TREASURY	N/B 国債証券 米ドル アメリカ 0.5	
9 FRANCE	GOVERNMENT	O.A.T 国債証券 ユーロ フランス 0.5	
10 US	TREASURY	N/B 国債証券 米ドル アメリカ 0.5	

組入銘柄数 532銘柄

（2014年５月12日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（2013年５月11日～2014年５月12日）
【１万口当たりの費用明細】

（注）	（a）保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平
均で除したものです。

（注）	各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

（注）	比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）	国（地域）および国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）	組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）	その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

項　　　目 当　期
（a）保 管 費 用 等 2円

合　　　計 2

（2013年５月11日～2014年５月12日）

外国債券
98.6％

その他
1.4％

スペイン
5.8％

イタリア
10.7％フランス

10.4％

アメリカ
37.7％

オランダ
2.8％

イギリス
7.8％

ドイツ
8.3％

その他
16.5％

英ポンド
7.8％

米ドル
37.7％

ユーロ
44.0％

カナダドル
2.3％

豪ドル
1.6％

メキシコペソ
1.1％

デンマーククローネ
0.8％

その他
4.7％
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（円）
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10,000

11,000

12,000

11,500

10,500
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9,500

2013/６ 2013/８ 2013/10 2013/12 2014/２ 2014/４

国内株式マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 トヨタ自動車 輸送用機器 円 日本 4.5
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 円 日本 2.5
3 TOPIX 国内株式先物（買建） 円 日本 2.3
4 ソフトバンク 情報・通信業 円 日本 2.1
5 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 円 日本 1.8
6 本田技研工業 輸送用機器 円 日本 1.8
7 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 円 日本 1.5
8 日本電信電話 情報・通信業 円 日本 1.3
9 日本たばこ産業 食料品 円 日本 1.3
10 ファナック 電気機器 円 日本 1.1

組入銘柄数 1,787銘柄

（2014年５月12日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（2013年５月11日～2014年５月12日）
【１万口当たりの費用明細】

（注）	（a）売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単
純平均で除したものです。

（注）	各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

（注）	比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）	国（地域）および国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）	組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）	その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

項　　　目 当　期
（a）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）

0
（0
（0

円
）
）

合　　　計 0

（2013年５月11日～2014年５月12日）

国内株式
97.7％

国内株式先物
2.3％

その他
0.0％

日本
100.0％

その他
0.0％

円
100.0％

その他
0.0％
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（円）
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19,000
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16,000

13,000

14,000

2013/４ 2013/６ 2013/８ 2013/10 2013/12 2014/２

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 APPLE	INC コンピュータ・周辺機器 米ドル アメリカ 1.6	
2 EXXON	MOBIL	CORP 石油・ガス・消耗燃料 米ドル アメリカ 1.4	
3 MICROSOFT	CORP ソフトウェア 米ドル アメリカ 1.1	
4 GOOGLE	INC-CL	A インターネットソフトウェア 米ドル アメリカ 1.0	
5 JOHNSON	&	JOHNSON 医薬品 米ドル アメリカ 0.9	
6 GENERAL	ELEC	CO コングロマリット 米ドル アメリカ 0.9	
7 WELLS	FARGO	CO 商業銀行 米ドル アメリカ 0.8	
8 NESTLE	SA-REG 食品 スイスフラン スイス 0.8	
9 CHEVRON	CORP 石油・ガス・消耗燃料 米ドル アメリカ 0.8	
10 SPEMINI 外国株式先物（買建） 米ドル アメリカ 0.8	

組入銘柄数 1,298銘柄

（2014年３月31日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（2013年４月２日～2014年３月31日）
【１万口当たりの費用明細】

（注）	（a）売買委託手数料、（b）有価証券取引税、（c）保管費用等は、期中
の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

（注）	各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

（注）	比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）	国（地域）および国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）	組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）	その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

項　　　目 当　期
（a）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）

2
（2
（0
（0

円
）
）
）

（b）有 価 証 券 取 引 税
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）

1
（1
（0
）
）

（c）保 管 費 用 等 2
合　　　計 5

（2013年４月２日～2014年３月31日）

外国株式
96.6％

外国投資信託証券
2.1％

外国株式先物
1.2％

その他
0.1％

ドイツ
4.4％

イギリス
9.3％

アメリカ
58.1％

オーストラリア
3.5％

カナダ
4.5％

スイス
4.5％

フランス
4.6％

その他
11.1％

ユーロ
14.2％

米ドル
59.5％

豪ドル
3.5％

スウェーデンクローナ
1.4％

スイス
フラン
4.1％

カナダドル
4.5％

英ポンド
9.5％

その他
3.2％
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（円）
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2013/７ 2013/９ 2013/11 2014/１ 2014/３ 2014/５

J－REITインデックス マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 日本ビルファンド投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 9.8	
2 ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 8.6	
3 日本リテールファンド投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 6.0	
4 ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 4.8	
5 日本プロロジスリート投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 4.3	
6 アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 3.8	
7 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 3.5	
8 フロンティア不動産投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 3.2	
9 オリックス不動産投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 3.2	
10 GLP投資法人　投資証券 国内投資信託証券 円 日本 2.7	

組入銘柄数 46銘柄

（2014年６月10日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（2013年６月11日～2014年６月10日）
【１万口当たりの費用明細】

（注）	（a）売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単
純平均で除したものです。

（注）	各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

（注）	比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）	国（地域）および国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）	組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）	その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

項　　　目 当　期
（a）売 買 委 託 手 数 料
（投 資 信 託 証 券）
（先 物 ・ オ プ シ ョ ン）

0
（0
（0

円
）
）

合　　　計 0

（2013年６月11日～2014年６月10日）

国内投資信託証券
97.4％

国内REIT先物
2.5％

その他
0.0％

日本
100.0％

その他
0.0％

円
100.0％

その他
0.0％
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（円）
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2013/７ 2013/９ 2013/11 2014/１ 2014/３ 2014/５

海外REITインデックス マザーファンド

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 SIMON	PROPERTY	GROUP	INC 外国投資信託証券 米ドル アメリカ 5.9
2 UNIBAIL	RODAMCO-NA 外国投資信託証券 ユーロ フランス 3.1
3 PUBLIC	STORAGE 外国投資信託証券 米ドル アメリカ 2.8
4 PROLOGIS	INC 外国投資信託証券 米ドル アメリカ 2.3
5 EQUITY	RESIDENTIAL 外国投資信託証券 米ドル アメリカ 2.3
6 WESTFIELD	GROUP 外国投資信託証券 豪ドル オーストラリア 2.2
7 HEALTH	CARE	REIT	INC 外国投資信託証券 米ドル アメリカ 2.2
8 HCP	INC 外国投資信託証券 米ドル アメリカ 2.2
9 VENTAS	INC 外国投資信託証券 米ドル アメリカ 2.1
10 VORNADO	REALTY	TRUST 外国投資信託証券 米ドル アメリカ 2.1

組入銘柄数 281銘柄

（2014年６月10日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（2013年６月11日～2014年６月10日）
【１万口当たりの費用明細】

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

（注）	比率は純資産総額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％とならない場合があります。
（注）	国（地域）および国別配分は、発行国（地域）もしくは投資国（地域）を表示しております。
（注）	組入銘柄に関する詳細な情報等は、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）	その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

運用経過等に関する詳細な内容につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

（2013年６月11日～2014年６月10日）

外国投資信託証券
99.8％

その他
0.2％

アメリカ
67.3％

カナダ
2.6％

香港
1.8％

シンガポール
3.7％

フランス
5.4％

イギリス
6.9％

オーストラリア
9.5％

その他
2.9％

米ドル
67.3％

カナダドル 2.6％
シンガポールドル

3.5％

英ポンド
7.0％

ユーロ
7.6％

豪ドル
9.5％

香港ドル
1.9％

その他
0.6％

（注）	（a）売買委託手数料、（b）有価証券取引税、（c）保管費用等は、期中
の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

（注）	各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

項　　　目 当　期
（a）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）
（投 資 信 託 証 券）

4
（0
（4

円
）
）

（b）有 価 証 券 取 引 税
（投 資 信 託 証 券）

2
（2）

（c）保 管 費 用 等 5
合　　　計 11
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   東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値
の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により
提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。

   MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）
   MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、
MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の
内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

   NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、
完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事
業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

   シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup	Index	LLCが開発した日本を除く世界主要国
の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup	Index	LLCの知的財産であり、指数に
関するすべての権利は、Citigroup	Index	LLCが有しています。

   JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」
（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報と
してのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に関連する何ら
かの商品の価値や値段を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスを法的に推奨するものでもあ
りません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan	Chase	&	Co.	及びそ
の子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあ
ります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、
JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメークを行った
りすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または貸主になっている可能性も
あります。
米国のJ.P.	Morgan	Securities	LLC（ここでは「JPMSLLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融
商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品
全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とす
る推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポ
ンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用で
きると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではあ
りません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。
JPMSLLCはNASD,	NYSE,	SIPCの会員です。JPMorganはJP	Morgan	Chase	Bank,	NA,	JPSI,	J.P.	Morgan	Securities	
PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

	（出所：株式会社野村総合研究所、Citigroup	Index	LLC　他）
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