
パトナム・インカム・ファンド
米国籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託（米ドル建て）

投資信託説明書（交付目論見書）� 2023年4月13日

＜管理運用会社＞ パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
2000年11月29日に、米国デラウェア州の法律に基づき設立されました。
ファンドの管理運用業務およびファンド資産に関する投資顧問業務を行います。
出資の額28,628,339米ドル（約37億円）（2023年1月末日現在）
管理運用会社はパトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接子会社であり、2023年1月末日現在、106のファンドおよ
びファンドのポートフォリオ（合計純資産総額約813億米ドル）を運用、助言および／または管理しています。
（注）		米ドルの円貨換算は便宜上、2023年1月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝

130.47円）によります。
＜副管理運用会社＞ パトナム・インベストメンツ・リミテッド
ファンド資産の一部に関する投資顧問業務を行います。

＜保管会社・副会計代行会社＞ ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
ファンド資産の保管業務および副会計代行業務を行います。

＜投資者サービス代行会社＞ パトナム・インベスター・サービシズ・インク
ファンドの投資者サービス代行業務を行います。

＜元引受会社＞ パトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップ
ファンド証券の元引受業務を行います。

＜日本における販売会社・代行協会員＞ みずほ証券株式会社
日本におけるファンド証券の販売・買戻業務および代行協会員の業務を行います。
（注）	 	販売会社のほかに、投資者からの受益証券の購入または換金（買戻し）の申込みを販売会社に取次ぐ販売取扱会社を設ける場合が

あります。以下、販売会社と併せて「販売取扱会社」といいます。
＜受託者会＞
受託者会は、ファンドの業務を監督し、ファンドの受益者の利益を代表します。受託者会は、少なくともその75％が独立して
おり、ファンドの役員または管理運用会社の関係者ではありません。

●ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
●	ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書（請求目論見書）が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該
販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされております。
●	また、EDINET（金融庁の開示書類閲覧ホームページ）で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報の内容は
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただけます。

・この投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
・パトナム・インカム・ファンドの受益証券の募集については、ファンドは、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書
を2023年4月12日に財務省関東財務局長に提出しており、2023年4月13日にその届出の効力が生じております。

・ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

（注1）ファンドは、米国マサチューセッツ州において1982年8月13日に設立されたマサチューセッツ・ビジネス・トラストです。
（注2）	 	ファンドにはクラスA受益証券、クラスB受益証券、クラスC受益証券、クラスM受益証券、クラスR受益証券、クラスR5受益証券、ク

ラスR6受益証券およびクラスY受益証券の8種類がありますが、日本国内においてはクラスＭ受益証券（以下「ファンド証券」または「受
益証券」ということがあります。）が募集されます。
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ファンドの目的・特色

ファンドの目的・投資対象および投資方針
ファンドの目的
ファンドは、管理運用会社が信じる慎重なリスク管理を行いつつ好利回りの当期収益を追求します。

投資対象
ファンドは、主に証券化された債務証書（モーゲージ証券など）および関連するデリバティブ商品、ならびに
米ドル建てまたは（程度は少ないものの）米ドル以外の通貨建ての世界各国の企業および政府の債務で、投資
適格または投資適格未満の債券（「ハイイールド債」とも呼ばれます。）で、中期から長期の満期（３年または
それ以上）を有するものに投資します。ファンドは、現在、住宅用モーゲージ証券および商業用モーゲージ証
券に対する大きな投資エクスポージャーを有しています。管理運用会社は、投資対象の売買を行うか否かを
決定する際、特に、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスク、ならびに全般的な市況を考慮します。
また、ファンドは、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的（モーゲージ証券に対する投資エクスポージ
ャーを得るかまたは調整する目的を含みます。）で、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ、ト
ータル・リターン・スワップ、TBA（to-be-announced）取引、先物、モーゲージ証券および指数のオプ
ションおよびスワップションならびに外国為替取引等のデリバティブを相当程度利用します。

主な投資制限
基本的投資制限として以下に記載される投資制限を除いて、本書および請求目論見書に記載された投資制限
は、基本的なものではありません。受託者会は、基本的投資制限以外の投資制限について、受益者の承認な
くして変更することができます。
議決権を有する発行済受益証券の過半数の賛成なくしては変更することができない基本的投資制限として、
ファンドは以下の行為を行うことができません。
①　	ファンドは、純資産総額の75％に関して、同一発行体の証券への投資総額がその投資の直後においてフ

ァンドの純資産総額（現在価値）の５％を超える場合には、かかる発行体の証券に投資することができ
ません。ただし、本制限は、米国政府、その代理機関または下部機構が発行し、または利息もしくは元
本について保証する有価証券またはその他の投資会社により発行される有価証券には適用されません。

②　	ファンドは、純資産総額の75％に関して、同一発行体の発行済議決権付証券を10％を超えて取得しま
せん。

③　	ファンドは、借入時のファンドの総資産（当該借入金額を含みません。）の価額の3分の1を超えて借入
れを行うことができません。（注）

　　（注）日本においてファンドの受益証券の募集が行われている限り、ファンドは純資産額の10%を超える借入れはできません。

④　	ファンドは、貸付けをすることができません。ただし、ファンドは、ファンドが投資方針に従って投資
することのできる債務証書を購入することによる場合（他のパトナム・ファンズが発行する債務証書を
無制限に含みます。）、買戻契約を締結することによる場合または投資証券の貸付けによる場合はこの限
りではありません。

⑤　	ファンドは、不動産を購入または売却することができません。ただし、ファンドは、不動産を取り扱う
発行体の証券、不動産上の権利により担保されている証券および不動産上の権利を表章する証券を購入
することができます。また、ファンドは、不動産または不動産上の権利により担保されている債権の保
有者として、かかる権利の行使を通じて取得した不動産または不動産上の権利を購入または売却するこ
とができます。

⑥　	ファンドは、商品または商品契約を購入または売却することができません。ただし、ファンドは、金融
先物契約およびオプションを購入および売却することができます。また、ファンドは、外国為替取引お
よび商品の現物を伴わないその他の金融取引を行うことができます。

⑦　	ファンドは、他の発行体の発行する有価証券を引き受けることができません。ただし、ファンドが、組
入証券の売却に関して、特定の米国連邦政府証券法上引受人とみなされる場合を除きます。
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⑧　	ファンドは、購入の結果、純資産総額の25％を超えて一業種に投資することとなるような証券（米国、
その代理機関または下部機構の証券を除きます。）を購入しません。

1940年投資会社法は、ファンドの「議決権を有する発行済受益証券の過半数の投票」とは（1）ファンド
の発行済受益証券の50％超または（2）発行済受益証券の50％超が本人または代理人により受益者集会に
おいて代表されている場合、集会で代表された67％超の受益証券のいずれか少ない数の賛成投票を意味する
ことを規定しています。
一業種への集中投資に関するファンドの基本的な方針（上記⑧）のため、管理運用会社は関係する第三者分
類システムを含む各種の検討に基づく情報を得て、適切な業種分類を決定し、その分類を発行体に指定しま
す。業種分類および発行体への分類指定は、業種セクターおよび発行体の展開につれて変更される可能性が
あります。受益者報告書およびその他の書類に記載されるポートフォリオ配分は、より広範囲の投資セクタ
ーまたはより狭い範囲の業種分類を利用することがあります。
以下を含む基本的でない投資制限は、受託者会が受益者の承認を得ることなく変更することができます。
日本におけるファンドの受益証券の募集に関し、ファンドは以下の基本的ではない投資制限を採用していま
す。
ファンドは次の投資制限を遵守します。
（a）　	一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値（以下「株式等エクスポージャー」といいま

す。）がファンドの純資産価額の10％を超えて保有することはできません（当該株式等エクスポージャ
ーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）。

（b）　	一つのカウンターパーティーとのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である発
行体についてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー（以下「デリバティブ
等エクスポージャー」といいます。）がファンドの純資産価額の10％を超えて、デリバティブのポジシ
ョンを保有することはできません（当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダ
ンスに従い計算されます。）。

（c）　	一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、（ⅰ）有価証券（上記（a）に掲げる株
式または投資信託受益証券を除きます。）、（ⅱ）金銭債権（上記（b）に掲げるデリバティブを除きます。）
および（ⅲ）匿名組合出資持分を、その価値（以下「債券等エクスポージャー」といいます。）がファ
ンドの純資産価額の10％を超えて保有することはできません（当該債券等エクスポージャーは、日本
証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）。
	（注：担保付取引の場合は、担保評価額が控除され、当該主体に対する債務がある場合は、債務額が控
除されます。）

（d）　	一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャーについて、総額でファンドの純資産価額の20％を超えてポジションを有することはできません。

上記にかかわらず、ファンドは、通常、株式またはワラントに投資する予定はありません。
さらに、日本におけるファンドの受益証券の募集に関し、ファンドは以下の日本証券業協会の選別基準に従
った投資制限を遵守します。
①　	ファンドは、公認の証券取引所またはその他の規制された市場で取引されていない証券に、ファンドの

純資産額の15％を超えて投資しません。かかる市場には、米国ナスダック（U.S.National	Association	
of	Securities	Dealers	Automated	Quotation	System）も含まれますが、これに限定されるもので
はありません。本制限は、管理運用会社により流動性があると判断されかつ市場価格（ディーラーによ
る相場を含む。）が一般に取得または決定可能な証券には適用されないものとします。

②　	ファンドは、ファンドの純資産額の10％を超えて金銭の借入れを行いません。
③　	ファンドは、ファンドの純資産額を超えて証券の空売りを行いません。
④　	ファンドは、管理運用会社が管理する他の投資信託と併せて、同一発行体の発行済議決権付証券の50％

を超えて取得することができません。
上記の投資制限の違反が生じた場合には、ファンドは発覚後、直ちに違反を解消するために必要な手段を講
じるものとします。かかる行為がファンドの唯一の義務であり、かつ違反に対する唯一の救済となります。
かかる投資制限は、ファンドの受益証券が日本において募集または販売について適格性を有する限り効力を
維持し、かかる適格性の要件として日本証券業協会が要求しているものです。
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分配方針
ファンドは通常、純投資収益を毎月１回、また純実現売買益を毎年１回分配します。日本の投資者に対して
は、販売会社より、原則として着金後速やかに分配金が支払われます。
上記は、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。

投資信託の純資産

分配金

（分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合） （分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合）

収益分配金に関する留意事項

分配金
Ⓐ
Ⓑ 分配金 Ⓑ

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、
その金額相当分、1口当り純資産価格は下がります。

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

●分配金は、分配期間中に発生した収益（実現益および未実現益）を超えて支払われる場合があります。
　その場合、分配金落ち日の1口当り純資産価格は、前月分配金落ち日の1口当り純資産価格と比べて下落する
ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありませ
ん。

※「分配期間」とは、ある分配金落ち日から翌月の分配金落ち日までの期間をいいます。なお、分配金落ち日とは、分配
基準日の翌ファンド営業日をいいます。

（注）分配金は、分配方針に基づき支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当り純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意
ください。

投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「ファンドの受益証
券の１口当り純資産価格の増減額」の合計額でご判断ください。
●投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下の通り、分配金の一部ないしすべてが、実質
的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場合においても、元本の一部払戻しに相当する
部分は、分配金として課税対象となります。

投資者の
購入価格

投資者の
購入価格

分配金支払後
1口当り
純資産価格

分配金支払後
1口当り
純資産価格

※購入価格を上回る
部分（Ⓐ部分）だけ
でなく、購入価格を
下回る部分（Ⓑ部
分）についても、
分配金として課税
対象となります。

（注）分配金に対する課税については、11頁の「ファンドの費用・税金」の「税金」をご参照ください。

※購入価格を下回る
部分（Ⓑ部分）につ
いても、分配金とし
て課税対象となりま
す。

10.50米ドル

10.40米ドル

0.08米ドル 10.30米ドル

10.50米ドル

10.55米ドル

0.05米ドル 10.45米ドル

ケースCケースB

■分配期間中に発生した収益（実現益および未実現益）を超えて支払われる場合

（前月分配金落ち日（分配後）から１口当り純資産価格が上昇した場合） （前月分配金落ち日（分配後）から１口当り純資産価格が下落した場合）

前月分配金落ち日
（分配後）

当月分配金落ち日
（分配前）

当月分配金落ち日
（分配後）

前月分配金落ち日
（分配後）

当月分配金落ち日
（分配前）

当月分配金落ち日
（分配後）

（注）分配期間に生じた収益以外の
1口当り純資産価格から
0.05米ドルを取り崩し

（注）分配期間に生じた収益以外の
1口当り純資産価格から
0.08米ドルを取り崩し

分配期間収益
0.05米ドル

分配期間収益
0.02米ドル

分配金
0.10米ドル

10.50米ドル

10.60米ドル

10.50米ドル

ケースＡ

■分配期間中に発生した収益（実現益およ
び未実現益）の中から支払われる場合

前月分配金落ち日
（分配後）

当月分配金落ち日
（分配前）

当月分配金落ち日
（分配後）

分配期間収益
0.10米ドル

分配金
0.10米ドル

分配金
0.10米ドル
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運用体制
運用チーム
ファンドの運用チームはチーム・アプローチを採用しており、約80名で構成される管理運用会社の債券運用
チームの幅広いリソースを利用して運用しています。

ポートフォリオ・マネジャー
下記に記載される管理運用会社の責任者は、ファンドの組入証券の日々の運用に共同して主たる責任を負い
ます。

（注）上記の情報は、2023年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

ポートフォリオ・マネジャー ファンド
への参加 雇用者 過去5年間の役職

マイケル	サルム
（Michael	Salm） 2007年 管理運用会社

1997年～現在
債券運用チーム最高責任者、それ以前は債券運用チーム
共同最高責任者、債券運用チーム共同責任者

アンドリュー	ベンソン
（Andrew	Benson） 2021年 管理運用会社

2008年～現在 ポートフォリオ・マネジャー、それ以前はトレーダー

ブレット	コズロフスキー
（Brett	Kozlowski） 2011年 管理運用会社

2008年～現在
ストラクチャード・クレジット運用共同責任者、それ
以前はポートフォリオ・マネジャー

投資リスク

リスク要因
管理運用会社は、主に証券化された債務証書ならびに企業および政府の債務に投資することにより、ファン
ドの目的を追求します。
ファンドの信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。ファンドは投資元本が保証されてい
るものではありません。一口当り純資産価格の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金とは異なります。
金利リスク
債券および他の債務証書の価格は、通常、金利の変動により上下します。金利は、信用に対する需給状況、
政府および／または中央銀行の金融政策および行動、インフレ率ならびにその他の要因に応じて変動する可
能性があります。一般に、金利下落時には既発行の債務証書の価格の上昇をもたらし、金利上昇時には、下
落をもたらします。通常、債務証書の価格の変動は、ファンドに対して支払われる金利収益の額に影響しま
せんが、ファンド証券の価格に影響を及ぼします。金利リスクは、一般に満期までの期間がより長期の投資
証券についてより大きくなります。
投資対象の中には、かかる投資証券の満期以前に、発行者に対してコール・オプションまたは償還オプショ
ンを付与しているものがあります。金利下落局面において、発行者が証券を「コール」または償還する場合、
ファンドは、受取金を、利回りの低い他の投資証券に再投資せざるを得ない可能性があり、その結果、ファ
ンドは金利下落による価格上昇益を得ることが出来ない可能性があります。
信用リスク
投資者は通常、予測するリスクに見合った見返りを期待しています。このため信用度の低い債券発行者は大
抵、信用度のより堅実な債券発行者に比べて高い利回りを提示します。高い格付の投資対象は、一般に信用
リスクが低いです。
ファンドは主として、投資適格の投資対象に投資します。すなわち米国公認の証券格付機関により購入時に
少なくともBBB格またはBBB格に相当する格付を付された投資対象、あるいは格付機関による最低格付の投
資対象をも含む、管理運用会社が同等と信じる無格付の投資対象に投資します。ファンドは投資適格未満の
有価証券に投資することができます。ただし、ファンドは、当該投資対象を格付する各格付機関によりB格
未満またはB格未満に相当する格付を付された投資対象、あるいは管理運用会社が同等と信じる無格付の投
資対象には、投資しません。投資対象が購入後に格下げされた場合でも、ファンドは必ずしもこれを売却し
ません。
BBB格未満またはBBB格未満に相当する格付を付された投資対象は、投資適格未満です（「ハイイールド債」
とも呼ばれます。）。この格付は、発行者が利息および元本の期日通りの支払ができず、不履行に陥る、より
大きな可能性を反映したものです。かかる債務不履行が発生した場合、または発生する可能性ありと見なさ
れた場合、当該投資対象の価格は通常、より不安定となり、下落する可能性があります。
さらに債務不履行または不履行の可能性により、管理運用会社が事前に値付した価格に近似する額で、当該
投資対象を売却することが困難となる場合があります。低格付債市場は、高格付債市場に比べてより限定的
な市場であり、このため特定の債務証書の売買または公正な価格の設定が、時として困難となります。一般
に、額面金額以下で発行され、対象の期中に支払を行わず満期に一括して利息を支払う必要のある「ゼロ・
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クーポン」債およびその他の投資対象は高い信用リスクを伴います。
信用格付が大きく依拠するのは、発行体の過去の財務状態および格付機関の格付時点における投資分析です。
特定の投資対象に対して行われる格付は、必ずしも発行体の現時点における財務状態を反映せず、当該投資
対象の変動性や流動性の検証も反映していません。管理運用会社は投資決定の際に信用格付を考慮するもの
の、管理運用会社独自の投資分析も行い、格付機関の格付のみに依拠することはありません。
ファンドの投資目的の達成は、管理運用会社が投資適格債券を購入する場合よりも、より低い格付の債券を
購入する場合の管理運用会社の与信分析により依存します。ファンドは、発行体を関係当事者とする法的手
続に関与しなければならないことがあります。これは、ファンドの運営費用を増加させ、純資産総額を減少
させる可能性があります。
投資適格投資対象の信用リスクは通常低いものの、低格付投資対象のリスクの一部を共有することもありま
す。米国政府証券の信用リスクは一般に最小限にとどまりますが、信用リスクが皆無というわけではありま
せん。米国財務省債券およびジニーメイのように米国政府の完全な信用および信頼に裏付けられている投資
対象がある一方で、発行体の信用によってのみ裏付けられている投資対象もあります。モーゲージ証券は、
原債務者が債務を履行できないリスクを伴う場合があります。
期限前償還リスク
従来の債務証書は、通常、元本総額の支払期日となる満期まで、固定金利を支払います。これに対して、モ
ーゲージ証券およびアセット・バック証券を含む証券化された債務証書の支払は、一般に利息と元本の一部
の支払を含みます。また、元本は任意にまたは借換えもしくはモーゲージの実行等により期限前償還される
ことがあります。ファンドは、期限前償還された他の投資証券からの手取金を魅力の薄い条件および利回り
で投資しなければならない可能性もあります。
期限前償還が不可能な債務に比べ、モーゲ―ジ証券の価値は、金利下落時には増大しにくい傾向にあり、金
利上昇時には、高い価格下落リスクを伴います。かかる投資対象は、ファンドのボラティリティを増大させ
る可能性があります。
モーゲージ証券の中には、裏付けとなるモーゲージのうち支払金の利息部分または元本部分のみしか受取ら
ないものもあります。こうした投資対象の利回りおよび価格は、金利変動および裏付けとなるモーゲージの
元本支払比率に対してきわめて敏感です。こうした投資対象の市場は変動的かつ限定的な場合があり、投資
対象の売買が困難となる場合があります。アセット・バック証券はモーゲージ証券と同様の構造をしていま
すが、モーゲージ・ローンまたはモーゲージ・ローンの利息の代わりに、自動車割賦販売契約または割賦ロ
ーン契約、さまざまな種類の不動産または動産のリースおよびクレジットカード契約に基づく債権等を原資
産とするものです。アセット・バック証券は、モーゲージ証券と同様のリスクを伴います。
デリバティブ
ファンドは、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ、トータル・リターン・スワップ、TBA
（to-be-announced）取引、先物、モーゲージ証券および指数のオプションおよびスワップションならびに
外国為替取引等のデリバティブを含む、様々な取引を相当程度行うことができます。
デリバティブは、その価値が、一つもしくは複数の裏付けとなる投資証券、投資証券のプール、指数または
通貨等の価値によって決定または導き出される金融商品です。ファンドは、「ショート」デリバティブ・ポジ
ションを用いることができますが、その価値はその裏付けとなる投資対象、投資対象のプール、指数または
通貨の値動きとは通常逆方向の動きをみせます。ファンドは、ヘッジ目的でまたはヘッジ目的以外でデリバ
ティブを利用することができます。例えば、ファンドは（米国または米国外の）長期・短期金利に対するフ
ァンドのエクスポージャーの増減のために、ファンドの米国財務省証券に対する期間のエクスポージャーを
調整し、イールドカーブ（信用力が等しく残存期間が異なる複数の債券について利回りと残存期間の関係を
表した曲線）上のファンドのポジションを調整もしくはイールドカーブに沿って、または特定の通貨や複数
の通貨に対して戦術的ポジションを構築するために、または一もしくは複数発行体の証券への直接投資の代
替手段として、デリバティブを利用することがあります。ファンドは、ファンドが保有するモーゲージ担保
債務証書（CMO）に付随する期限前償還リスクを分離するためにデリバティブを利用することもあります。
ただし、ファンドの市況評価または適切なデリバティブの入手状況を理由に、管理運用会社はデリバティブ
を利用しない旨を決定することもできます。デリバティブが、ある特定の種類の投資と類似した経済的特徴
を有しているような場合、かかる種類の投資に対する需要を満たすために、デリバティブへの投資がなされ
る場合があります。
デリバティブは特別なリスクを伴い、損失をもたらす可能性があります。デリバティブの利用の成否は、こ
のような複雑な商品を運用する管理運用会社の能力にかかっています。デリバティブには「レバレッジがきい
ている」ものもありますが、これはデリバティブが当該デリバティブへのファンドの投資額を上回る投資エ
クスポージャーをファンドにもたらすことを意味します。そのため、これらのデリバティブによってファン
ドが被る投資損失が拡大または増加する可能性があります。特定のショート・デリバティブ・ポジションに
よる損失リスクは、理論上は無限大です。デリバティブ価値は、予想外の市場の動き、レバレッジの使用、
デリバティブ商品と参照資産との相関関係が不完全であることその他の要因により、特に異常な市況におい
て予期しない方向に動き、デリバティブ価値のボラティリティはファンドのリターン、支払義務およびエク
スポージャーに悪影響を及ぼす可能性があります。
また、ファンドが潜在的にデリバティブのポジションを終了または売却できない場合には、さらに別のリス
クも発生します。デリバティブは、ファンドがカウンターパーティにマージン、担保または決済代金を支払
う義務を負うことが原因で、ファンドを流動性リスクにさらす可能性があります。ファンドのデリバティブ
のポジションにとって、流動性の高い流通市場がいつでも存在するわけではありません。実際、特定の店頭
デリバティブ（取引所で取引されない金融商品）は流動性を有しない場合があります。店頭デリバティブは
また、カウンターパーティがそのデリバティブ取引の債務を弁済する意思を有さず、または弁済することが
できないおそれがあるというリスクを伴います。カウンターパーティが債務不履行に陥るリスクは、ファン
ドの当該カウンターパーティに対するエクスポージャーが大きい場合に増加する可能性があります。デリバ
ティブ取引は、オペレーショナル・リスク（文書化・決済に係る問題、システムの不具合、不十分な管理お
よび人為的ミス等によるものを含みます。）および法的リスク（文書化が不十分であること、カウンターパー
ティの能力もしくは権限が不十分であること、またはデリバティブ契約の適法性もしくは執行可能性に関す
る問題等によるものを含みます。）にもさらされます。

010_9144922592303.indd   5010_9144922592303.indd   5 2023/03/22   11:19:252023/03/22   11:19:25



6

米国外における投資
ファンドは、米国外の発行体の米ドル建ての証券に投資することができますが、ファンドは米国外への投資
に重点を置いていません。米国外における投資は、一定の特別なリスクを伴います。例えば、かかる証券の
価格は、通貨為替レート、政治および法的発展が未熟であること、信頼性に欠けるまた時機を逸した情報お
よび経済・財務の不安定さに対応して下落しやすくなります。さらにこれらの証券の流動性は、ほとんどの
米国の投資証券よりも限定的となります。それは、管理運用会社が時に望ましい価格でこうした米国外の証
券を売却することが不可能となることを意味します。米国外での決済手続きについてもまた追加的リスクが
含まれます。かかるリスクは、一般に新興市場と称されることのある発展途上の市場において増大されます。
当該市場は、概して法的・財務的構造が未発達なことがあります。
また、上記のリスクの一定部分はある程度まで、米国外の市場で取引される米国の企業の投資証券、または、
多くの米国外の業務を行っている米国の企業の投資証券にも適用されます。
流動性資産および低流動性資産への投資
管理運用会社は、ファンドの純資産の最大15％まで、投機的と見なされかつ売却が困難となる可能性のある
流動性の低い投資対象に投資することができます。これらの投資対象を多量に売却することは、法律または
契約で禁止または制限されています。かかる投資対象については、ファンドの純資産額決定のための評価が
困難になることがあります。その他の一部の投資対象は、市場環境、経済情勢、産業動向、政治情勢、規制、
地政学的状況、環境、公衆衛生およびその他の状況の悪化（投資家が特定の投資対象もしくは特定の種類の
投資対象を大量に売却しようとしていること、または特定の投資対象もしくは特定の種類の投資対象のマー
ケット・メーカーもしくはその他の買手が不足していることを含みます。）を背景として活発な取引市場がな
いことがあります。管理運用会社は、売却が望ましいと考えられる際に、ファンドの流動性の低い投資対象を
売却することができない、または当該投資対象の適正価値を下回る価格でしか売却できない場合があります。
集中投資リスク
相互に高い正の相関関係を有するセクターおよび業種に投資を集中させることは、さらなるリスクを生みま
す。モーゲージ証券に投資することにより、ファンドの純資産額は、住宅用不動産市場および商業用不動産
市場ならびに不動産を担保とするモーゲージ・ローンのサービシングに影響を及ぼす経済、市場、政治およ
びその他の動向の影響を一層受けやすくなります。住宅用不動産市場および商業用不動産市場に影響を及ぼ
す要因には、特定の市場における不動産の需給状況、モーゲージの利用可能性、条件およびコストの変化、
テナントがローンの支払いを行う能力の変化、土地区画法の変更および土地収用に関する慣行の変化、環境
法がもたらす影響、竣工の遅延、不動産価値の変動、資産税の変更、入居率の水準、賃料が運営費用を賄う
のに適切であるか、政府による規制の変更ならびに現地および地域の市場環境が含まれます。かかる要因の
一部は、地理的場所により大きく異なることがあります。かかる投資対象の価値は、金利変動ならびに社会
動向および景気動向の変化の影響を受ける可能性もあります。
市場リスク
ファンドのポートフォリオに含まれる資産価値は、経済、政治または金融市場の全般的な状況、投資者心理
ならびに市場参加者の見通し（金融政策、金利、インフレまたは債務不履行リスクに対する見通しを含みま
す。）、政府活動（保護貿易政策、金融市場またはその他の規則への介入ならびに財政、金融または税制の変
更を含みます。）、地政学的事象または変化（自然災害、テロおよび戦争を含みます。）および特定の発行体に
よる要因、地理的要因、業界またはセクターに関連する要因を含む様々な理由により、長期間、下落するか、
または上昇しない可能性があります。米国外の金融市場は、独自の市場リスクを有しており、米国市場よりも
より不安定またはより安定している場合もあり、様々な方向に変動する可能性があります。金融市場が全般的
に低迷している時には、複数の資産クラスの価値が同時に下落することがあります。これらおよびその他の要
因は、ファンドの保有証券についてのボラティリティの上昇および流動性の減少をもたらす可能性がありま
す。かかる期間中、ファンドは、受益者から多額の買戻請求を受ける可能性があり、またはかかる買戻請求を
受けなかった場合にも、不利な価格で投資有価証券を売却しなければならなくなる可能性があります。
運用およびオペレーショナル・リスク
ファンドは積極的に運用されており、そのパフォーマンスは、ファンドの投資目的を達成しようと管理運用
会社が投資決定を行う能力を一部反映しています。管理運用会社がファンドの投資決定を行う際に適用する
投資手法、分析または判断が意図した結果をもたらすこと、または管理運用会社がファンドのために選択し
た投資対象が、選択されなかった他の証券と同様に成績をあげるものであることを保証するものではありま
せん。その結果、ファンドは参考指数や同様の投資目標を持つ他のファンドのパフォーマンスを下回り、損
失を被る可能性があります。また、管理運用会社またはファンドのその他のサービス・プロバイダーは、フ
ァンドに悪影響を及ぼす可能性のある混乱やオペレーティング・エラーに見舞われる可能性があります。サ
ービス・プロバイダーは、オペレーショナル・リスク管理の方針と手順を有し、混乱やオペレーティング・
エラーにつながるリスクを回避・軽減するための適切な予防措置を講じることができるものの、ファンドに
影響を与える可能性のあるすべてのオペレーショナル・リスクを特定したり、その発生および影響を完全に
排除または軽減するためのプロセスとコントロールを開発することができない可能性があります。
その他の投資対象
上記の主要な投資戦略に加え、ファンドは、適用ある会計基準および税法上、債務証券と分類されるであろ
う、ハイブリッド商品および証書ならびに仕組み債ならびに優先証券への投資のような、その他の種類の投
資を行うことができます。ファンドは、収益を得るため、その組入証券の貸し付けを行うことができます。
このような投資は、その他のリスクにさらされることがあります。

その他の留意点
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありま
せん。
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2018年2月末から2023年1月末の5年間におけるファンドの分配金再
投資一口当り純資産価格（月末ベース）および年間騰落率（毎月末時点）
の推移を示したものです。

ファンドの分配金再投資一口当り純資産価格および
年間騰落率の推移

クラスM受益証券

左のグラフと同じ期間における年間騰落率（毎月末時点）の平均と振れ幅
を、ファンドと他の代表的な資産クラスとの間で比較したものです。この
グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作
成したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

出所： 管理運用会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを
基に森・濱田松本法律事務所が作成

TOPIX（東証株価指数）の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」
といいます。）の知的財産であり、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・ノウハウおよびTOPIXに係る標章また
は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）、FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）およびFTSE新興国市場国債指数（円ベース）に関す
るすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International 
Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびその
グループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

■ 参考情報 ■
下記グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスのリスクを定量的に比較できるように作成したものです。

◯ 各資産クラスの指数
日 本 株 ・・・ TOPIX（配当込み）
先進国株 ・・・ FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）
新興国株 ・・・ S&P新興国総合指数
日本国債 ・・・ ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債 ・・・ FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債指数（円ベース）

（注）S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。

・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値をファンドおよび他の代表的な資産クラスに

ついて表示したものです。
・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の一口当り純資産価格に基づい

て計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
・ファンドの年間騰落率は、ファンドの基準通貨である米ドル建てで計算されており、円貨に為替換算されておりません。したがって、円貨に為替換算し

た場合、上記とは異なる騰落率となります。

リスクに対する管理体制
管理運用会社は、リスク管理を投資プロセスに組み込んでいます。最高投資責任者は、会社のすべての資産を
代表する上級投資専門家が出席する、定期的なリスク会議を設定しています。リスクおよびポートフォリオ分
析グループのメンバーが月に1、2回開催されるリスク会議に出席します。この会議の目的はファンドが直面
するリスクおよび投資プロセスに関する事項について議論することです。議論することにより、上級投資リー
ダーが問題意識を高め、プロダクト・グループを横断する事項に関して意思疎通を図ることで、さらなる注意
を喚起することにつながります。
デリバティブ取引のリスク管理
ファンドは、ヘッジ目的および／またはヘッジ目的外の目的でデリバティブを利用しています。ファンドの
デリバティブについて、UCITS（譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託）にかかる欧州連合通達への
準拠に基づくリスク管理方法を採用しています。
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運用実績

資産別および地域別の投資状況（2023年1月末日現在）

資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
米国政府系機関モーゲージ証券 米国 1,742,524,419 111.60
モーゲージ証券 米国 510,316,997 32.68
　 バミューダ 18,245,758 1.17
　 ケイマン諸島 3,675,505	 0.24
　 小計 532,238,260 34.09
社債 米国 329,673,558 21.11
　 カナダ 11,621,006 0.74
　 フランス 9,639,691 0.62
　 スイス 9,560,186 0.61
　 ドイツ 9,532,933 0.61
　 アイルランド 6,120,090 0.39
　 スペイン 5,582,091 0.36
　 オーストラリア 5,326,168 0.34
　 イギリス 3,801,038 0.24
　 イタリア 2,641,587 0.17
　 ルクセンブルグ 1,935,062 0.12
　 インドネシア 725,750 0.05
　 メキシコ 685,634 0.04
　 オランダ 533,711 0.03
　 日本 357,859 0.02
　 アラブ首長国連邦 310,000 0.02
　 カザフスタン 306,900 0.02
　 ペルー 249,900 0.02
　 デンマーク 190,179 0.01
　 イスラエル 184,437 0.01
　 ブラジル 130,828 0.01
　 小計 399,108,608 25.56
短期投資 米国 283,902,399 18.18
　 カナダ 19,981,375 1.28
　 日本 9,988,805 0.64
　 ドイツ 9,974,182 0.64
　 オーストラリア 9,973,826 0.64
　 スウェーデン 2,944,128 0.19
　 小計 336,764,715 21.57
ローン担保証券 ケイマン諸島 79,319,036 5.08
　 米国 14,943,290 0.96
　 ジャージー 3,370,203 0.22
　 小計 97,632,529 6.25
アセット・バック証券 米国 27,819,593 1.78
　 カナダ 701,207 0.04
　 小計 28,520,800 1.83
外国国債および政府系機関債 ドミニカ共和国 781,438 0.05
　 コートジボワール 754,650 0.05
　 メキシコ 754,278 0.05
　 インドネシア 750,524 0.05
　 チリ 470,375 0.03
　 ブラジル 465,131 0.03
　 コロンビア 356,946 0.02
　 ルーマニア 345,345 0.02
　 ウルグアイ 332,944 0.02
　 セネガル 297,454 0.02
　 パナマ 242,513 0.02
　 パラグアイ 175,500 0.01
　 小計 5,727,098 0.37
地方債 米国 2,714,233 0.17
シニア・ローン 米国 20,075 0.00

現金・預金・その他の資産（負債控除後） （1,583,900,817） （101.44）
合計

（純資産総額）
1,561,349,920

（約203,709百万円） 100.00
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2018年2月末から2023年1月末の5年間におけるファンドの分配金再
投資一口当り純資産価格（月末ベース）および年間騰落率（毎月末時点）
の推移を示したものです。

ファンドの分配金再投資一口当り純資産価格および
年間騰落率の推移

クラスM受益証券

左のグラフと同じ期間における年間騰落率（毎月末時点）の平均と振れ幅
を、ファンドと他の代表的な資産クラスとの間で比較したものです。この
グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作
成したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

出所： 管理運用会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを
基に森・濱田松本法律事務所が作成

TOPIX（東証株価指数）の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」
といいます。）の知的財産であり、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・ノウハウおよびTOPIXに係る標章また
は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）、FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）およびFTSE新興国市場国債指数（円ベース）に関す
るすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International 
Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびその
グループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

■ 参考情報 ■
下記グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスのリスクを定量的に比較できるように作成したものです。

◯ 各資産クラスの指数
日 本 株 ・・・ TOPIX（配当込み）
先進国株 ・・・ FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）
新興国株 ・・・ S&P新興国総合指数
日本国債 ・・・ ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債 ・・・ FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債指数（円ベース）

（注）S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。

・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・2018年2月から2023年1月の5年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値をファンドおよび他の代表的な資産クラスに

ついて表示したものです。
・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の一口当り純資産価格に基づい

て計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
・ファンドの年間騰落率は、ファンドの基準通貨である米ドル建てで計算されており、円貨に為替換算されておりません。したがって、円貨に為替換算し

た場合、上記とは異なる騰落率となります。

純資産総額および一口当り純資産価格の推移（2013年2月1日から2023年1月末日まで）
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純資産総額
一口当り純資産価格

一口当り純資産価格
クラスM受益証券

純資産総額

（注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同様です。
（注2）2023年1月末日現在の組入債券格付の比率は、以下の通りです。

格付 AAA AA A BBB BB B CCC以下 格付なし キャッシュ等 合計
比率（％） 26.17 2.75 8.83 21.27 4.81 3.26 2.26 5.83 24.82 100.00
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分配の推移

収益率の推移

0％

40％

20％

2.21％ 3.77％

-0.20％-1.74％
-17.36％

-1.16％

収益率（注）

-20％

5.31％2.15％
11.85％

第19会計年度 第28会計年度第27会計年度第22会計年度 第23会計年度 第24会計年度第21会計年度第20会計年度 第25会計年度

クラスM受益証券

4.57％

第26会計年度

（注）分配金データは、税引き前の数字です。

（注）	「投資有価証券の主要銘柄（上位10銘柄）」における「種類」については、「資産別および地域別の投資状況」における「資産の種類」と
は異なる分類体系が採用されています。

会計年度 分配
第24会計年度

（2017年11月1日－2018年10月31日）
0.228米ドル
（約30円）

第25会計年度
（2018年11月1日－2019年10月31日）

0.227米ドル
（約30円）

第26会計年度
（2019年11月1日－2020年10月31日）

0.262米ドル
（約34円）

第27会計年度
（2020年11月1日－2021年10月31日）

0.356米ドル
（約46円）

第28会計年度
（2021年11月1日－2022年10月31日）

0.257米ドル
（約34円）

なお、2022年3月から2023年2月の各月の分配の推移は、以下の
通りです。

投資有価証券の主要銘柄（上位10銘柄）（2023年1月末日現在）

順
位 銘柄 国名

（発行地） 種類 償還日 利率
（％）

投資
比率
（％）

1. FNMA	FN30	TBA	UMBS	05.0000	02/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/2/1 5.000	16.08
2. FNMA	FN30	TBA	UMBS	05.0000	03/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/3/1 5.000	14.65
3. FNMA	FN30	TBA	UMBS	04.5000	02/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/2/1 4.500	 8.10
4. FNMA	FN30	TBA	UMBS	02.0000	02/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/2/1 2.000	 5.82
5. FNMA	FN30	TBA	UMBS	06.0000	03/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/3/1 6.000	 5.06
6. FNMA	FN30	TBA	UMBS	02.5000	02/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/2/1 2.500	 4.93
7. GNMA	GII30	TBA	03.0000	02/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/2/1 3.000	 4.30
8. GNMA	GII30	TBA	04.5000	02/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/2/1 4.500	 4.20
9. FNMA	FN30	TBA	UMBS	05.5000	03/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/3/1 5.500	 3.45
10. GNMA	GII30	TBA	04.0000	02/01/2053 米国 政府機関パススルー債 2053/2/1 4.000	 3.11

クラスM受益証券

分配 分配落ち日 分配落ち日における一口当り純資産価格
米ドル 円 米ドル 円

2022年3月 0.011 1.435 2022/3/23 6.12 798	
4月 0.011 1.435 2022/4/21 5.90 770	
5月 0.013 1.696 2022/5/23 5.83 761	
6月 0.013 1.696 2022/6/23 5.73 748	
7月 0.013 1.696 2022/7/21 5.78 754	
8月 0.016 2.088 2022/8/23 5.75 750	
9月 0.016 2.088 2022/9/22 5.48 715	
10月 0.016 2.088 2022/10/21 5.21 680	
11月 0.016 2.088 2022/11/22 5.45 711	
12月 0.259 33.792 2022/12/22 5.28 689	

2023年1月 0.016 2.088 2023/1/23 5.32 694	
2月 0.020 2.609 2023/2/23 5.20 678

（注）ファンドの収益率は、分配金の各会計年度末における累計額を用いて、以下の計算式により算出されました。

収益率（％）＝100× ( 期末NAV×A期首NAV －１)
A＝計算期間中の各月についての「一口当り分配額／分配落NAV＋1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、各会計年度当初の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは各会計年度末の一口当り純資産価格をいいます。

ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
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手続き・手数料等

お申込みメモ

購 入 単 位 200口以上100口単位

購入（申込）価額 各申込後、最初のファンド営業日に計算される受益証券一口当り純資産価格
※「ファンド営業日」とは、ニューヨーク証券取引所の取引日をいいます。

購入（申込）代金

約定日（販売取扱会社が当該注文の成立を確認した日。通常発注日の日本における翌営業日。）
から起算して日本での4営業日目までに、申込金額および申込手数料をお支払いください。
※	買付代金の支払は、原則として円貨によるものとし、米ドルと円貨との換算は、約定日におけ
る東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、販売取扱会社が決定するレート
によるものとします。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で米ドル貨で支払うこともできます。

換金（買戻し）単位 100口単位

換金（買戻し）価額 ファンドが販売会社から買戻請求を受領した後に計算される一口当り純資産価格によって計算さ
れた買戻価格

換金（買戻し）代金 約定日から起算して日本における金融商品取引業者の4営業日目に、販売取扱会社を通じて円貨
で、または販売取扱会社が応じる場合は米ドル貨で支払われます。

申 込 締 切 時 間 お申込みの販売会社または販売取扱会社までお問合せください。

購 入 の 申 込 期 間
2023年4月13日～2024年4月12日
（上記期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
※	ただし、ファンド営業日で、かつ、日本における金融商品取引業者の営業日に限り、申込みの
取扱いを行います。

換 金 制 限 大口解約等の制限はありません。
※ファンドの営業日でかつ金融商品取引業者の営業日に、受益証券を買戻すことができます。

購入・換金（買戻し）
申込受付の中止及び
取 消 し

新規購入等の受付停止
ファンドは、ファンドおよびその受益者にとって最善の利益となるとして決定する場合には、定
期的に受益証券の新規購入の受付を停止し、または受益証券の購入注文を拒否することができま
す。
買戻しの停止
ニューヨーク証券取引所が通常の週末または祝日以外に閉鎖された場合、または、ニューヨーク
証券取引所における取引が制限された期間、何らかの緊急事態によりファンドが組入証券を処理
することが不可能もしくは公平にファンドの純資産を決定することができない期間、または投資
者保護のため米国証券取引委員会（「SEC」）が認めた期間中でSECの規則により認められる場
合以外には、ファンドは、受益者の買戻権の行使を停止しまたは支払を７日以上延期することが
できません。

信 託 期 間 ファンドの存続期間は無期限です。（ファンドは1982年8月13日に設立されました。）

繰 上 償 還（ 解 散 ）

ファンドまたはいずれかのシリーズもしくはいずれかのシリーズのクラスは、①受託者がファン
ドの受益者または当該シリーズもしくはクラスの受益者に書面で通知することにより、または②
(ⅰ)議決権を有する各シリーズまたはクラスの発行済受益証券の50%以上、または(ⅱ)当該目的
のために招集された総会において、議決権を有する各シリーズまたはクラスの発行済受益証券の
50%以上が出席または代理出席した場合、その議決権を有し、その総会に出席する各シリーズ
またはクラスの受益証券の67%以上の、いずれか少ない数の賛成投票により、いつでも終了さ
せることができます。

約款（信託証書）の
変 更

契約及び信託宣言は、議決権付受益証券の過半数を所有する受益者の議決によりその旨が授権さ
れた場合、当該時の受託者の過半数が署名した証書により、いつでも変更することができます。
ただし、①ファンドの名称の変更または省略部分の補充、曖昧性の修正または契約及び信託宣言
に記載された不完全もしくは不一致条項の是正、修正もしくは補充、または②受託者がその絶対
裁量により、受益証券のいずれかのシリーズまたはクラスの受益者に重大な影響を与えるもので
はないと判断する改訂については、受益者の議決による授権を必要としません。
ファンドは、契約及び信託宣言を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容
を金融庁長官に届け出なければなりません。また、その変更の内容が重大なものである場合、あ
らかじめ、変更の内容および理由等を、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知しな
ければなりません。詳細は請求目論見書でご参照いただけます。

決 算 日 毎年10月31日
収 益 分 配 前述の「分配方針」をご参照下さい。
信 託 金 の 限 度 額 信託金の限度額はありません。

運 用 報 告 書
ファンドは、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投資信託及び投
資法人に関する法律に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書（全体版）を
作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。ファンドの交付運用報告書は、日本の知れて
いる受益者に交付され、運用報告書（全体版）は代行協会員のホームページにおいて提供されます。

課 税 関 係 ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。

そ の 他
受益証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。
このため、販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款（「口座約款」）を投資
者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出します。
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ファンドの費用・税金

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

募集価格から同価格の3％を控除した額（「販売価格」といいます。）の3.30％（税抜3％）です。（募
集価格とは、純資産価格を（1－0.0325）で除し、小数点以下第3位にて四捨五入した額をいい
ます。なお、販売価格が純資産価格を上回る額は、ファンドの元引受会社に留保されます。）
｛募集価格（純資産価格÷（1－0.0325）（小数点以下第3位にて四捨五入））－（募集価格×0.03）｝×0.0330
購入時手数料とは、ご購入時の商品説明および事務手続き等の対価としてお支払いただくものです。

換金（買戻し）手数料 かかりません。
信託財産留保額 かかりません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（管理報酬等）
手数料等 支払先 対価とする

役務の内容 報酬料率

管理運用報酬 管理運用会社

ファンドの管理
運用業務および
ファンド資産に
関する投資顧問
業務

管理契約に基づき、ファンドは管理運用会社に月次報酬を支払
います。報酬は、月次のファンドの平均純資産に対して適用さ
れる料率で計算されます。料率は、管理運用会社が管理する他
のオープン・エンド型ファンド（これには本ファンドも含まれ
ますが、パトナムの上場ファンドは含まれません。）の純資産総
額（ファンド資産の「二重計算」を回避するために必要な範囲
において、他のパトナム・ファンドに対して投資されたファン
ドの純資産あるいは他のパトナム・ファンドにより投資された
ファンドの純資産を除き、当該月の各営業日の終了時に決定さ
れます。）の月額平均（「オープン・エンド型ミューチュアル・
ファンド平均純資産総額」）に基づきます。
オープン・エンド型ミューチュアル・ファンド平均純資産総額

50億米ドル以下の部分について 0.550％
50億米ドル超 100億米ドル以下の部分について 0.500％
100億米ドル超 200億米ドル以下の部分について 0.450％
200億米ドル超 300億米ドル以下の部分について 0.400％
300億米ドル超 800億米ドル以下の部分について 0.350％
800億米ドル超 1,300億米ドル以下の部分について 0.330％
1,300億米ドル超 2,300億米ドル以下の部分について 0.320％
2,300億米ドル超 の部分について 0.315％

副管理運用報酬 （副管理運用会
社）

（ファンド資産
の一部に関する
投資顧問業務）

（管理運用会社（ファンドではありません。）は、副管理運用会
社が運用しているファンド資産の平均純資産総額の0.20％の
料率で副管理運用会社に支払います。）

保 管 報 酬 保管会社 保管業務
ファンドと保管会社が随時合意したところにより、ファンド
資産から、毎月、当該月中のファンド資産の日々の平均純資
産総額に基づく合理的な保管報酬を受領します。

販売計画報酬 元引受会社 元引受業務
クラスM受益証券販売計画に基づく支払に関し、平均純資産
総額の最高年率0.50％を支払います。
（ファンドが元引受会社が支払う0.50％の料率から、販売会
社に対する報酬が支払われます。）

投資者サービス�
代 行 報 酬

投資者サービス
代行会社

投資者サービス
代行業務

現時点では、ファンドの平均資産額の年率0.250％を超えな
いものとします。

そ の 他 の
手 数 料 等

ファンドは受託者報酬、監査、法律および受益者報告費用ならびに販売計画に従った支払（順に関
連するクラスのファンド証券に割り当てられます。）を含む（ただしこれらに限られません。）管理
運用会社が負担しないすべての費用を支払います。
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、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。

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

ファンドの費用

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 税　金
分 配 時 所 得 税 お よ び

住 民 税
支払いを受けるファンドの分配金全額に対して20.315％（所得税15.315％
および住民税5％）

換金（買戻し）時 所 得 税 お よ び
住 民 税

その時価額（換金（買戻し）額の全部が譲渡所得等の収入金額とみなされます。）
から取得費用を控除した利益に対して20.315％（所得税15.315％および住
民税5％）

償 還 時 所 得 税 お よ び
住 民 税

その時価額（償還金の全部が譲渡所得等の収入金額とみなされます。）から取得
費用を控除した利益に対して20.315％（所得税15.315％および住民税5％）

・上記は2023年1月末日現在のものです。税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
・法人の場合は上記とは異なります。
・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。

税金
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