月次運用レポート
基準日： 2018年12月28日

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／株式

【設定日】 2014年8月22日

【決算日】 原則3月、6月、9月、12月の各13日

運用実績

┃基準価額・純資産の推移

┃基準価額および純資産総額
基準価額
純資産総額

8,580円

14,000

2014/08/22～2018/12/28

（単位：円）

（単位：億円）

500

43.60億円

※ 基準価額は、分配金控除後です。

┃期間別騰落率
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基準価額(税引前分配金再投資)(左軸)

※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基
準価額で再投資したものとして計算しております（以下同じ）。
※ 基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬（後掲「ファンドの費用」
参照）は控除されております（以下同じ）。
※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額
（税引前分配金再投資）のグラフが重なって表示される場合があります。

6.92%

※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金
を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
※ 設定来のファンド騰落率は、10,000 円を基準として計算しております。

┃分配実績 （直近5 期分/ １万口当たり、 税引前）

┃業種別構成比率

2017年12月

250円

2018年03月

0円

ヘルスケア

38.3%

2018年06月

0円

生活必需品

19.0%

2018年09月

150円

資本財・サービス

15.7%

2018年12月

0円

金融

12.6%

設定来累計

2,390円

素材

5.3%

情報技術

4.4%

一般消費財・サービス

1.3%

※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

業種

純資産比

┃構成比率
純資産比
株式

96.70%

コール・ローン等

3.30%

┃組入上位10銘柄
通貨

発行国/地域

業種

1 NESTLE SA-REGISTERED-B

銘柄名

スイス・フラン

スイス

生活必需品

19.0%

2 NOVARTIS AG-REG SHS

スイス・フラン

スイス

ヘルスケア

16.9%

3 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

スイス・フラン

スイス

ヘルスケア

13.8%

4 GEBERIT AG-REG

スイス・フラン

スイス

資本財・サービス

4.7%

5 LONZA GROUP AG-REG

スイス・フラン

スイス

ヘルスケア

4.6%

6 SWISS RE LTD

スイス・フラン

スイス

金融

4.5%

7 PARTNERS GROUP HOLDING AG

スイス・フラン

スイス

金融

4.2%

8 UBS GROUP AG

スイス・フラン

スイス

金融

3.9%

9 ABB LTD

スイス・フラン

スイス

資本財・サービス

3.3%

スイス・フラン

スイス

資本財・サービス

10 SGS

組入銘柄数

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

純資産比

3.2%
26銘柄

8枚組の1枚目です

月次運用レポート
基準日： 2018年12月28日

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
┃組入上位10銘柄の紹介
組入銘柄

銘柄紹介

1

NESTLE SA-REGISTERED-B
(ネスレ)

多国籍食品加工会社。広範囲にわたる食品の製造・販売を手掛ける。製品は、ミルク、チョコレート、菓子類、飲料
水、コーヒー、クリーマー、調味料、ペットフードなど。

2

NOVARTIS AG-REG SHS
(ノバルティス)

医薬品会社。医薬品および消費者用ヘルスケア商品を製造。医薬品の分野は、心血管疾患、呼吸器疾患、感染
症、腫瘍、神経系疾患、移植、皮膚病、胃腸系疾患、泌尿器系疾患、関節炎など。また、診断薬およびワクチン、
視力関連、動物用ヘルス商品なども製造する。

ROCHE HOLDING AG-

3 GENUSSCHEIN
(ロシュ・ホールディング)

製薬会社。心血管疾患、伝染病、自己免疫疾患、呼吸器疾患、皮膚病、代謝異常、腫瘍、移植、中枢神経系
などの疾病を対象とする処方薬を開発、製造する。

4

GEBERIT AG-REG
(ギーベリッツ)

水道管と接合部品のメーカー。商業、住宅建設市場向けの水道管装置や、有視貯水槽およびその他衛生システム
などの排水・水洗システムを手掛ける。ドイツ、イタリア、スイス、オーストリア、オランダ、フランス、ベルギーで製品を販売
する。

5

LONZA GROUP AG-REG
（ロンザ・グループ）

有機化学薬品、殺菌剤、活性剤、バイオ製品などのメーカー。カスタマイズされた化学品の製造および発酵加工を従
事。生命科学、医薬、食品加工、農産品メーカーなどに向けた製造施設を欧州、米国、中国に所有する｡

6

SWISS RE LTD
(スイス再保険)

再保険会社。保険や保険連動型金融市場商品を提供する。自動車、賠償、傷害、エンジニアリング、海上、航空、
生命、健康などの各種保険を取り扱う。自社および他社向けの債券・株式投資管理も提供する。

7

グローバルに展開するプライベート市場資産管理会社。非公開株式、私募債、非公開不動産、プライベート・インフラ
PARTNERS GROUP HOLDING AG
などを対象とする。機関投資家、プライベートバンク、その他金融機関などグローバルの顧客を対象に、さまざまなファン
(パートナーズ・グループ・ホールディング)
ド、仕組商品、カスタマイズされたポートフォリオの管理を手掛ける。

8

UBS GROUP AG
(ユービーエス)

金融サービス会社。個人、法人、機関投資家向けに金融サービスを提供する。投資銀行業務、小売銀行業務、法
人・機関投資家向け銀行業務、総合的な資産運用計画および資産運用サービスのほか、ファンド管理、第三者ファ
ンド運用などの証券サービスも手掛ける。

9

ABB LTD
(ABB)

電力・自動化テクノロジー会社。事業分野は、発電、電力システム、オートメーション製品、工程自動化、ロボット工
学など。

SGS
(エスジーエス)

SGSは、産業検査、分析、試験、および検証サービスを提供する。 工業規格や地方の規制要件に遵守するため、原
材料、石油、食品、農作物、化学品、消費財、産業機械の検査、サンプリング、分析および監視等を行う。

10
※
※
※

上記内容は、組入銘柄の紹介を目的として運用委託会社からの情報を基に弊社が作成しており、記載銘柄の推奨を行うものではありません。
上記内容は、作成段階で入手しうる情報をもとに作成しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
当ファンドでは銘柄入替を行うことがあるため、現在の銘柄と異なる場合があります。

＜ご参考＞
┃スイスフラン 為替レート
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┃主要株式指数
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2018年11月30日

113.90

2018年11月30日

10,540.95

2018年12月28日

112.55

2018年12月28日

9,830.06

スイスフラン騰落率

-1.19%

騰落率

※ スイスフラン騰落率がプラスの場合は円安スイスフラン高、マイナスの場合は円高スイスフラ
ン安となります。

出所：Bloomberg
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

-6.74%

※ 休日の場合は直近の指数値を表示しております。
※ 上記指数はベンチマークではありません。

出所：Bloomberg
8枚組の2枚目です

月次運用レポート
基準日： 2018年12月28日

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
ファンドマネージャーコメント
HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO 10pt
○先月の市場動向
12 月のスイス株式市場（SPI 指数）は、6.74%（現地通貨ベース）下落しました。
月初は、中国の通信機器最大手の幹部が米国の要請を受けてカナダで逮捕されたこと等を背景に、米中貿易摩擦懸念が再燃し、グ
ローバル株式市場が大幅安となる中、スイス株式市場も大きく売られました。その後も、中国の経済指標が総じて冴えない内容とな
ったことや、ユーロ圏の 12 月の総合 PMI（購買担当者指数）が 4 年 1 か月ぶりの低水準となったこと、米国でも 12 月のニュー
ヨーク連銀製造業景況感指数が大きく低下したこと等を受け、グローバル景気の先行き懸念が広がり、グローバル株式市場が大きく
売られる中、スイス株式市場も下落しました。また、米国で暫定予算が期限切れを迎え、米政府機関の一部閉鎖が警戒される中、為
替市場ではドルが対主要通貨で売られ、スイスフランが対ドルで上昇したことも嫌気され、スイス株式市場は続落しました。
為替市場では対ドルでスイスフランが上昇した一方、対円ではスイスフランが下落しました。
○先月の運用状況
12 月は、半導体需要の減速に伴う収益の下方修正懸念等から、真空バルブの売上世界 No.1 の VAT を全売却しました。また、
スイスの時計輸出が減速していることや、ブランド品や時計販売の重要都市であるパリでのデモを受け、今後パリを訪問するアジア
人観光客が減少するとの懸念等から、時計の売上世界 No.1 のスウォッチも全売却しました。さらに、高級ジュエリー売上世界 No.1
のファイナンシエール・リシュモンの組み入れも引き下げ、景気敏感株のウェイトを引き下げた一方、ヘルスケアセクターでがん治
療薬売上世界 No.1 のロシュのウェイトを引き上げ、引き続きややディフェンシブなポートフォリオにシフトしました。
加えて、主要製品である、食品を真空パックする際に利用されるリークディテクター（漏れ検出機器）の成長が加速していること
や、配当利回りの観点等から、真空機器の分野で世界 No.1 のインフィコンを組み入れました。
当ファンドの騰落率は、スイス株式市場が下落したこと等から 10.39％下落しました。
○今後の見通し
世界的な貿易摩擦懸念、混沌としている英国の EU（欧州連合）離脱協議、パリでのデモ等を受け、株式市場は当面ボラティリテ
ィの高い展開が予想されます。また、2019 年は、2018 年と比較しグローバル経済の成長率が低下すると見込まれています。成
長率が鈍化しても、グローバル景気は全体として底堅く推移するとみていますが、スイス企業における 2018 年第 4 四半期の企業
業績の動向にも留意が必要です。足元のポートフォリオは、景気敏感株、中小型株への配分を減らし、ヘルスケア等への配分を増や
しており、ややディフェンシブなスタンスとなっています。
そうした中、当ファンドで投資している、特定の分野で世界 No.1 のスイス企業の中長期的な潜在成長力、業績やバリュエーショ
ン等を考慮すると、株価の上値余地は大きいと判断しています。引き続き、各国の中央銀行の金融政策や、各国のマクロ経済動向に
は注視しつつ、個別企業のボトムアップ分析に注力し運用を行います。
（運用委託先からの情報を基に損保ジャパン日本興亜アセットマネジメントが作成）

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

8枚組の3枚目です

月次運用レポート
基準日： 2018年12月28日

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
┃ファンドの特色
１ スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
● スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。

２ 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資します。
● 世界No.1のリーディングカンパニーとは、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特
定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。

３ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
４ 原則、年4回決算を行い、基準価額に応じた分配を目指します。
● 決算日は、原則3、6、9、12月の各13日。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。
● 各決算日の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。
各決算日の前営業日の基準価額

目標分配金額

10,500円未満

基準価額水準等を勘案して決定

10,500円以上11,000円未満

250円

11,000円以上11,500円未満

500円

11,500円以上12,000円未満

750円

12,000円以上

1,000円以上で、基準価額水準等を勘案して決定

● 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
● 必ず分配を行うものではありません。

・ 当ファンドは特化型運用を行います。
特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定められたものであり、支配的な銘柄 ※が存在するファンドをいいます。
※ 支配的な銘柄とは、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体あたりの時価総額の構成割合、またはベンチマークに
おける一発行体あたりの構成割合。以下同じ。）が10％を超える、または超える可能性が高いものをいいます。
・ 当ファンドの投資対象であるスイス株式市場には、構成割合が10％を超える可能性の高い銘柄が存在します。そのため、当ファン
ドの運用にあたっては、同一銘柄を純資産総額の10％を超えて組入れる可能性があります。特定の銘柄への投資が集中することに
よって、その銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

┃投資リスク
《基準価額の変動要因》
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による
損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金
とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
◆価格変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基
準価額が下落する要因となります。

◆信用リスク
株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。
組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があ
ります。

◆流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがありま
す。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する
要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、
ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

◆為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあ
ります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

◆銘柄集中投資のリスク
当ファンドの投資対象には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在することがあり、当該支配的な
銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

《その他の留意点》
◆ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

8枚組の4枚目です

月次運用レポート
基準日： 2018年12月28日

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
┃投資信託の収益分配金に関する留意事項

（注）普通分配金に対する課税については、後掲の「●税金」をご参照ください。
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

8枚組の5枚目です

月次運用レポート
基準日： 2018年12月28日

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
┃お申込みメモ
購入単位
購入価額
購入代金
換金単位
換金価額
換金代金
申込不可日
申込締切時間
換金制限
購入・換金
申込受付の中止
及び取消し
信託期間
繰上償還
決算日

販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社が定める日までにお支払いください。
販売会社が定める単位 ※詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
スイス証券取引所の休業日においては、お申込みの受付ができません。
原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合
わせください。）
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に減少した場合、
取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その
他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、及び既に受付けた当該申込みの
受付を取り消すことができるものとします。
2024年6月13日まで（設定日

2014年8月22日）

※ 委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。

受益権の残存口数が10億口を下回ることとなった場合、繰上償還することが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。
原則3月、6月、9月、12月の各13日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時（年4回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。

収益分配

※ 分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。販売会社によっては、どちらか一方のみ
のお取扱いとなる場合があります。各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。

信託金の限度額
公告

5,000億円
委託会社のホームページ(http://www.sjnk-am.co.jp/) に掲載します。
原則、毎年6月、12月の決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所
に販売会社を通じて交付します。

運用報告書
課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配
当控除、益金不算入制度の適用はありません。

●税金
・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期

項目

分配時

所得税及び地方税

換金（解約）時
及び償還時

所得税及び地方税

税金
配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％
譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれる
のは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 法人の場合は上記とは異なります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお
勧めします。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

8枚組の6枚目です

月次運用レポート
基準日： 2018年12月28日

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
┃ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入価額に3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定めた手数料率
を乗じた額です。
購入時手数料
※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

信託財産留保額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額です。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8144％（税抜1.68％）を
乗じた額です。
運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了
のときに、ファンドから支払われます。

運用管理費用
（信託報酬）

販 売 会 社 に よる ファ ンド の商 品説
明・投資環境の説明・事務処理等の
対価

運用管理費用（信託報酬）＝運用期
間中の基準価額×信託報酬率

委託会社

年率0.90％（税抜）

ファンドの運用の対価

販売会社

年率0.73％（税抜）

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
の管理等の対価

受託会社

年率0.05％（税抜）

運用財産の管理、委託会社からの指
図の実行等の対価

※ 委託会社の報酬には、運用指図に関する権限を委託したユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエーへの投資顧問報酬が含
まれます。投資顧問報酬の額は、当ファンドの信託財産に当該計算期間を通じ、毎日、年率0.50％を乗じた額とします。[ファン
ドの運用の対価]
以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。

その他の費用・
手数料

以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。
● 監査費用
フ ァ ン ド の 日 々 の 純 資 産 総 額 に 定 率 （ 年 0.00756 ％ （ 税 抜
0.007％））を乗じた額とし、実際の費用額（年間27 万円（税抜25
万円））を上限とします。なお、上限額は変動する可能性がありま
す。
● その他の費用※
売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用、信託財産
に関する租税等
※ 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に
料率、上限額等を表示することができません。

・監査費用：
監査法人に支払うファンド監査
にかかる費用
・売買委託手数料：
有価証券等の売買の際、売買仲
介人に支払う手数料
・保管費用：
有価証券等の保管等のために、
海外の銀行等に支払う費用

※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

●委託会社・その他の関係法人
委託会社

受託会社
販売会社

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第351号）
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ホームページ：http://www.sjnk-am.co.jp/ 電話番号：0120-69-5432 ●クライアントサービス第二部
株式会社りそな銀行（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
株式会社りそな銀行
登録金融機関（近畿財務局長（登金）第3号）／ 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
株式会社埼玉りそな銀行
登録金融機関（関東財務局長（登金）第593号）／ 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
株式会社近畿大阪銀行
登録金融機関（近畿財務局長（登金）第7号）／ 加入協会 日本証券業協会

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

8枚組の7枚目です

月次運用レポート
基準日： 2018年12月28日

りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド

当資料のご利用にあたっての注意事項
 当資料は損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありませ
ん。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しいたします
ので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建資産に投資する場合には、為替リスク
があります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているもの
ではありません。
 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願い申し
上げます。
 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。ただし、登録金融機関の仲介で金融商品取
引業者からご購入いただいた場合は、この限りではありません。
 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。分配金に関
しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。
 ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境
の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環境の変動等を保
証するものではありません。
 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資料に記載
の当社意見等は予告なく変更することがあります。
8枚組の8枚目です

