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●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
ることを定めており、以下の手順で閲覧およびダウン
ロードすることができます。 
 
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞ 
右記の当社ホームページを開く 
⇒「ファンド情報」を選択 
⇒「ファンド名」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 
 
●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。交付を希望される方は、販売会社ま
でお問い合わせください。 

size： 182*200 （仕上がりサイズ  ：上下48.52 左右13.99）

（裁ち落としサイズ：上下45.52 左右10.99）

山口県下関市竹崎町四丁目２番36号 
お問い合わせ先 ０８３－２２３－７１２４ 

（営業日の９：00～17：00） 
ホームページ http://www.ymam.co.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
第21期末（2022年12月20日） 

基 準 価 額 12,401円 
純 資 産 総 額 2,336百万円 

第20期～第21期 
騰 落 率 4.1％ 
分 配 金 合 計 120円 

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。  

 
ＹＭアセット・ 
オーストラリア 
好配当資産ファンド 

追加型投信／海外／資産複合 
 

交付運用報告書 
第20期（2022年 ９ 月20日決算） 
第21期（2022年12月20日決算） 

作成対象期間（2022年６月21日～2022年12月20日） 

 
受益者のみなさまへ 
 
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し
上げます。 
さて、「ＹＭアセット・オーストラリア好配
当資産ファンド 愛称：トリプル維新（リアル
オージー）」は、このたび、第21期の決算を行
ないました。 
当ファンドは、オーストラリアのリアルア
セット関連有価証券を実質的な主要投資対象と
し、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
す。当期につきましてもそれに沿った運用を行
ないました。ここに、第20期、第21期中の運用
状況を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。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

－ 1 － 

運用経過  
 
基準価額等の推移について 
 

 
（注１） 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。 
（注２） 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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。 
 
■基準価額・騰落率 
第20期首：12,028円 
第21期末：12,401円（既払分配金120円） 
騰  落  率：4.1％（分配金再投資ベース） 
 
基準価額の主な変動要因 
 
オーストラリアのリートやインフラ（社会基盤）関連銘柄が上昇したことがプラスに働き、基準価額
は上昇しました。金利上昇に一服感が見られたことなどを背景に、当ファンドの主要投資対象であるリー
トやインフラ関連銘柄は堅調な推移となりました。一方、為替については、オーストラリア・ドルが対
円で下落（円高）したことが、基準価額にマイナスに働きました。くわしくは「投資環境について」を
ご参照ください。   
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

－ 2 － 

１万口当りの費用の明細 
 

項   目 

第20期～第21期 

項  目  の  概  要 (2022年６月21日～2022年12月20日) 

金 額 比 率 

信託報酬 61円 0.482％ 信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×各期の日数／年間の日数 期中の平均基準価額は12,568円です。 

(投信会社) (24) (0.193) ファンドの運用の対価 

(販売会社) (35) (0.276) 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) (2) (0.014) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価 

売買委託手数料 － － 売買委託手数料＝各期中の売買委託手数料／各期中の平均受益権口数 
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 

有価証券取引税 － － 有価証券取引税＝各期中の有価証券取引税／各期中の平均受益権口数 
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 

その他費用 1 0.005 その他費用＝各期中のその他費用／各期中の平均受益権口数 

(監査費用) (1) (0.005) 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用 

合   計 61 0.488  
（注１） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって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２）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。なお、当該投資信

託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示すること
としております。 

（注３） 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 
（注４） 比率欄は１万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

参考情報  
■総経費率 
当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当た
り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.66％です。 

  
総経費率（①＋②+③） 1.66％ 
①当ファンドの費用の比率 0.97％ 
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.56％ 
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 0.13％ 

 
（注１）①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。 
（注３）各比率は、年率換算した値です。 
（注４）投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。 
（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。 
（注６）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。 
（注７）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

最近５年間の基準価額等の推移について 
 

 
（注１） 分配金再投資基準価額は、2017年12月20日の基準価額をもとに指数化したものです。 
（注２） 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。 
（注３） 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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。 
 

 2017年12月20日 
決算日 

2018年12月20日 
決算日 

2019年12月20日 
決算日 

2020年12月21日 
決算日 

2021年12月20日 
決算日 

2022年12月20日 
決算日 

基準価額（分配落） （円） 10,194 9,517 10,645 10,878 12,910 12,401 
期間分配金合計（税込み） （円） － 240 240 240 240 240 
分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － △ 4.3 14.4 5.0 21.1 △ 2.1 
Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数 
（配当込み、円換算ベース） 騰落率 （％） － △ 9.5 19.1 5.9 16.4 14.5 

Ｓ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数 
（配当込み、円換算ベース） 騰落率 （％） － △ 1.6 11.0 1.8 29.1 △ 7.1 

純資産総額 （百万円） 5,104 3,574 2,121 2,122 2,151 2,336 
（注１）Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）およびＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）は当ファンドの

参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する指数として記載しております。 
（注２） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）はＳ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）をもとに、Ｓ＆

ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）はＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）
をもとにワイエムアセットマネジメントが円換算したものです。Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）および
Ｓ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）の所有権およびその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices 
LLCが有しています。S&P Dow Jones Indices LLCは同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありま
せん。 

（注３） 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前々営業日の終値を採用しています。   
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

投資環境について 
 
○オーストラリア・リアルアセット（※）市況 
当作成期首から2022年８月にかけては、景気先行きへの懸念やコモディティ価格の下落を背景とし
た長期金利の低下などを受けて、上昇傾向となりました。９月は、市場予想を上回る８月の米国消費者
物価指数の発表を受けて、さらなる金融引き締め政策への懸念が高まり、下落傾向となりました。10月
から当作成期末にかけては、10月後半以降、長期金利が低下傾向になるなど、これまでの金利上昇に一
服感が見られたことなどを背景に、上昇傾向となりました。 
※リアルアセットはリート、上場インフラファンド、株式を含みます。 
○為替市況 
当作成期首から2022年10月にかけては、日本とオーストラリアの金利差の拡大や世界経済の先行き
への懸念などから上下する局面もありましたが、オーストラリア・ドルは対円でおおむね横ばいでの推
移となりました。11月から当作成期末にかけては、インフレ率の減速期待などから米国金利が低下した
ことで日米金利差の縮小が意識され、円高米ドル安が進み、オーストラリア・ドルも対円で下落傾向と
なりました。 
 
ポートフォリオについて 
 
○当ファンド 
当ファンドは、オーストラリア・リアル・アセットファンド（適格機関投資家専用）とダイワ・マネー
ポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）に投資するファンド・オブ・ファンズです。期
を通して、オーストラリア・リアル・アセットファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組
み入れました。 
○オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用） 
オーストラリアだけでなく、世界中で物流施設を開発・運営するGOODMAN GROUP（不動産）、
オーストラリアの主要都市に優れた高速道路ネットワークを持ち、継続的な事業成長が期待できる高速
道路運営会社TRANSURBAN GROUP（資本財・サービス）、ガス産出地と主要都市を結ぶガスパイプ
ラインなどを運営するAPA GROUP（公益事業）、傘下に上場リートや非上場の不動産ファンドを持つ
大手複合リートのCHARTER HALL GROUP（不動産）などを高位に組み入れました。 
○ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 
流動性や資産の安全性に配慮し、コール・ローン等による運用を行ないました。   
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

ベンチマークとの差異について 
 
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。 
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベー
ス）およびＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース））との騰落率の対比です。 
参考指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前々営業日の終値を採用しています。 

 

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。 
 
分配金について 
 
１万口当り分配金（税込み）は第20期は60円、第21期は60円といたしました。収益分配金の決定根拠
は下記の「収益分配金の計算過程（１万口当り）」をご参照ください。なお、留保益につきましては、運
用方針に基づき運用させていただきます。 
 
■分配原資の内訳（１万口当り） 

項    目 
第20期 第21期 

2022年６月21日 
～2022年９月20日 

2022年９月21日 
～2022年12月20日 

当期分配金（税込み） （円） 60 60 

 
対基準価額比率 （％） 0.47 0.48 
当期の収益 （円） 60 60 
当期の収益以外 （円） － － 

翌期繰越分配対象額 （円） 3,940 3,984 
（注１） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価

証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以
外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額
です。 

（注２） 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金
（税込み）に合致しない場合があります。 

（注３） 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。 

■収益分配金の計算過程（１万口当り） 
項         目 第20期 第21期 

(ａ) 経費控除後の配当等収益 293.72円 99.51円 
(ｂ) 経費控除後の有価証券売買等損益 0.00 0.00 
(ｃ) 収益調整金 1,272.09 1,505.90 
(ｄ) 分配準備積立金 2,435.14 2,438.64 

(ｅ) 当期分配対象額(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ) 4,000.95 4,044.05 
(ｆ) 分配金 60.00 60.00 
(ｇ) 翌期繰越分配対象額(ｅ－ｆ) 3,940.95 3,984.05 
（注）下線を付した該当項目から分配金を計上しています。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

今後の運用方針  
 
○当ファンド 
オーストラリア・リアル・アセットファンド（適格機関投資家専用）の受益証券の組入比率を、通常
の状態で高位に維持することを基本とします。 
○オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用） 
当ファンドでは、高速道路・空港などのインフラ（社会基盤）関連施設や、オフィス・ショッピング
モールなどの不動産を保有し、安定的なキャッシュフローを生み出すことができる企業に注目していま
す。また長期的な配当成長の源泉となる、高い開発・運営能力や強固な事業基盤を持つ企業に着目します。 
○ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 
流動性や資産の安全性に配慮し、短期の国債やコール・ローン等による運用を行なう方針です。その
ため、マイナス利回りの短期の国債やコール・ローン等にも投資することがあります。 
 
お知らせ  
 
○該当事項はありません。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

当ファンドの概要  
 
商 品 分 類 追加型投信／海外／資産複合 
信 託 期 間 2017年９月15日から、2027年９月20日までです。 
運 用 方 針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 

主要投資対象  
イ）オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券 
ロ）ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）の受益証券 

運 用 方 法 

① 主として、オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、オーストラリアのリア
ルアセット関連有価証券に投資することにより、信託財産の成長をめざします。 
なお、リアルアセット関連有価証券とは、以下の有価証券をいいます。 
イ）リート 
ロ）上場インフラファンド 
ハ）リアルアセットを保有または運営する企業の株式 

※１「リアルアセット」とは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産をさします。 
※２ニュージーランドのリアルアセット関連有価証券にも投資することがあります。 

② オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）では、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基
盤の安定性等に着目し投資を行ないます。 

③ オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）では、原則として、為替リスクを回避するための為替
ヘッジを行ないません。 

④ この投資信託は、オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）とダイワ・マネーポートフォリオ
（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）に投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、オーストラリア・リアル
アセット・ファンド（適格機関投資家専用）への投資割合を高位に維持することを基本とします。 

組 入 制 限 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 

分 配 方 針 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、継続した分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

代表的な資産クラスとの騰落率の比較 
 

 

（当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率（％）） 
 

 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 
平 均 値 11.0 6.9 15.1 7.9 0.0 3.1 1.9 
最 大 値 70.7 42.1 59.8 62.7 5.4 7.9 15.7 
最 小 値 －34.8 －16.0 －12.4 －19.4 －4.5 －4.5 －9.4 

（注１） 各資産クラスは、当ファンドの投資対象を表しているものではありません。 
（注２） 上記期間（当ファンドは2018年９月～2022年11月）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

および代表的な資産クラスについて表示し、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。なお、上
記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。 

（注３） 当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして計算しています。 
 
＊各資産クラスの指数 
日本株…………東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み） 
先進国株………ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（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………ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、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） 
 
＊各資産クラスの騰落率について 
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究所および各指数の
データソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行ないません。また、株式会社野
村総合研究所および各指数のデータソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起
因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。 
 
ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社の知的財産です。 
ＭＳＣＩインデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式
会社に帰属します。 
ＦＴＳＥ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 
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）に関する著作
権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。   
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

ファンドデータ  
 

当ファンドの組入資産の内容 
 
○組入ファンド等 

 比 率 
オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用） 99.0％ 
ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 0.0 
その他 1.0 
（注１） 比率は第21期末における組入有価証券評価額の純資産総額に対する割合です。 
（注２） 組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。 
（注３） 現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。 
 
○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分 

   
（注１） 上記データは2022年12月20日現在のものです。 
（注２） 比率は第21期末における評価額の純資産総額に対する割合です。 
（注３） 資産別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。 
 

純資産等 
 
項     目 第20期末 第21期末 

2022年９月20日 2022年12月20日 
純資産総額 2,304,801,183円 2,336,976,314円 
受益権総口数 1,814,916,052口 1,884,456,835口 
１万口当り基準価額 12,699円 12,401円 
＊当作成期間（第20期～第21期）中における追加設定元本額は393,281,766円、同解約元本額は176,756,622円です。 

  

国内投資信託受益証券
99.0％

その他
1.0％

日本
100.0％

日本・円
100.0％
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

組入上位ファンドの概要 
 
運用状況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。 
 
◆オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用） （計算期間 2022年５月16日～ 
2022年11月15日） 

■基準価額等の推移について 
 

（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す。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

■１万口当りの費用の明細 
 

項   目 
第20期～第21期 

（2022年５月17日～2022年11月15日） 項  目  の  概  要 

金 額 比 率 

 信 託 報 酬 32円 0.284％ 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は11,432円です。 

( 投 信 会 社 ) (30) (0.265) 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価 

(販 売 会 社 ) (1) (0.005) 販売会社分は、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 

(受 託 会 社 ) (2) (0.014) 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 

 売買委託手数料 6 0.054 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 
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 

 ( 株    式 ) (1) (0.005)  

 (投資信託証券) (6) (0.050)  

 有価証券取引税 － － 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 
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 

 そ の 他 費 用 7 0.064 その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数 

(保 管 費 用 ) (2) (0.019) 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および資金の送金・資産の移転等に要する費用 

(監 査 費 用 ) (0) (0.003) 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 

(そ の 他 ) (5) (0.042) 配当金の再投資に係る税金支払い、信託事務の処理等に関するその他の費用 

 合 計 46 0.402  

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。 

（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。 
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあり

ます。 
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のう

ち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該
投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得でき
るものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

■組入ファンド等 
 比 率 

オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド 99.8％ 
その他 0.2 

 
■資産別配分 ■国別配分 ■通貨別配分 

（注１）上記データは2022年11月15日現在のものです。 
（注２）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。 
（注３）国別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。 
 

  

マザーファンド
99.8％
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0.2％

日本
99.8％
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日本・円
100.0％
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

※ 以下のファンドはオーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）が組み入れているファンドです。 
◆オーストラリア・リアルアセット・マザーファンド（計算期間 2022年２月３日～2022年８月３日） 
■基準価額の推移 

  

■１万口当りの費用の明細 
項     目  

売買委託手数料 8円 
（株式） (1) 
（投資信託証券） (7) 
有価証券取引税 － 
その他費用 9 
（保管費用） (4) 
（その他） (5) 

合     計 17 
 

■上位10銘柄 
銘柄名 通貨 比率 

TRANSURBAN GROUP オーストラリア・ドル 8.3％ 
GOODMAN GROUP オーストラリア・ドル 8.0 
APA GROUP オーストラリア・ドル 7.8 
SCENTRE GROUP オーストラリア・ドル 5.9 
CHARTER HALL GROUP オーストラリア・ドル 5.4 
ATLAS ARTERIA オーストラリア・ドル 4.9 
STOCKLAND オーストラリア・ドル 4.4 
ARENA REIT オーストラリア・ドル 4.4 
DEXUS/AU オーストラリア・ドル 4.1 
CONTACT ENERGY LTD ニュージーランド・ドル 4.1 

組入銘柄数 38銘柄 
 
■資産別配分 ■国別配分 ■通貨別配分 

   
（注１） 基準価額の推移、１万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 
（注２） １万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって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。

費用の項目および算出法については前掲の「１万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。 
（注３） 組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。 
（注４） 国別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。 
（注５） 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。 
＊計算期間の運用経過、組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。   
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

組入上位ファンドの概要 
 
◆ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） 
 （計算期間 2021年12月９日～2022年12月９日） 
■基準価額等の推移について 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

■１万口当りの費用の明細 
 

項   目 
当期 

(2021年12月10日～2022年12月９日) 項  目  の  概  要 
金 額 比 率 

 信 託 報 酬 －円 －％ 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9,934円です。 

 売買委託手数料 － － 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 
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 

 有価証券取引税 － － 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 
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 

 そ の 他 費 用 3 0.033 その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数 

(監 査 費 用 ) (3) (0.033) 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 

 合 計 3 0.033  

（注１）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算
出した結果です。 

（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。 
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあり

ます。 
（注４）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のう

ち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該
投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当りの費用の明細」が取得でき
るものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

■組入ファンド等 
 比 率 

ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド 99.6％ 
その他 0.4 

 
■資産別配分 ■国別配分 ■通貨別配分 

（注１）上記データは2022年12月９日現在のものです。 
（注２）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。 
（注３）国別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。 
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ＹＭアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

※ 以下のファンドはダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）が組み入れているファンドです。 
◆ダイワ・マネーポートフォリオ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）（計算期間 2021年12月９日～2022年12月９日） 
■基準価額の推移 

  

■１万口当りの費用の明細 
項     目  

売買委託手数料 －円 
有価証券取引税 － 
その他費用 － 

合     計 － 

 

■上位10銘柄 
2022年12月９日現在、有価証券等の組み入れはありません。 
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