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Morningstar Award
“Fund of the Year 2018”

「債券型 部⾨」最優秀ファンド賞受賞

Morningstar Award “Fund of the
Year 2018”は過去の情報に基づくものであ
り、将来のパフォーマンスを保証するものでは
ありません。また、モーニングスターが信頼でき
ると判断したデータにより評価しましたが、その
正確性、完全性等について保証するものでは
ありません。著作権等の知的所有権その他
⼀切の権利はモーニングスター株式会社並び
にMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複
製、転載、引⽤することを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対
象として独⾃の定量分析、定性分析に基づ
き、2018年において各部⾨別に総合的に優
秀であるとモーニングスターが判断したものです。
債券型 部⾨は、2018年12⽉末において
当該部⾨に属するファンド1,642本の中から
選考されました。

オリックス銀⾏株式会社
登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第11号
加⼊協会 ︓⽇本証券業協会
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ファンドの特⾊

主としてわが国の公社債等に投資します。

 わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中⻑期的に上回る投資成果を⽬指して、アクティブに運⽤します。
 運⽤にあたっては、安定したインカムゲイン（利息等収益）の確保とともに、投資環境に応じて債券先物取引等を活⽤

し、キャピタルゲイン（売買益）の獲得を⽬指します。
 債券先物取引等の活⽤は、組⼊債券の価格変動リスクを回避するためだけでなく、ポートフォリオの平均年限を－5年

程度〜＋10年程度（⻑期債換算で50％程度の売建〜100％程度の組⼊れ）の範囲内で⾏います。
 外貨建資産への投資は⾏いませんので、為替リスクはありません。

特⾊１

毎年3⽉、9⽉の7⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、原則として分配
を⽬指します。

 委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、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。

特⾊2

※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
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安定したパフォーマンス

 当ファンドの過去10年間のリターンは、⽇本国債を上回っています。
 過去10年の年間騰落率は、2020年を除きプラスとなっています。

当ファンドと⽇本国債の推移
2012年9⽉末〜2022年9⽉末（⽇次）

⽇本国債

当ファンド

109

112

当ファンドの年間騰落率の推移

＊2012年9⽉末を100として指数化

（注1）⽇本国債はFTSE⽇本国債インデックス。 ただしFTSE⽇本国債インデックスは参考指数であり、当ファンドのベンチマークではありません。
（注2）当ファンドは税引前分配⾦再投資基準価額ベースです。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成

2012年〜2021年

※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。
※税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。騰落率は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したもの

であり、実際の投資家利回りとは異なります。
※ファンド換⾦時には、費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは10ページおよび投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。
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コア戦略

運⽤戦略

 様々なリスクをコントロールすることで、「下振れリスクを制御」しつつ、収益の獲得を⽬指します。

⾦利戦略

クレジット
戦略

物価連動
国債戦略

為替戦略

株式戦略

海外⾦利
戦略

リスク判断

「再現性」を強く意識した運⽤プロセス
有効性の⾼い定量分析に定性判断を加味

「グローバルな資産市場」分析に基づく戦略⽴案
⽇本債券市場に関する意思決定を多⾓的視点からサポートする仕組みグローバル分析

 デュレーション＊・コントロール

 残存期間別構成

将来の⾦利動向を予測し、デュレーションをコントロールすることで収益の獲得を
狙います。ファンドのデュレーションは－5年〜＋10年の範囲でコントロールします。

残存期間で債券を分類し、どの期間の債券をどのくらい保有するかを調整し、参
考指数と残存期間別構成が異なるリスクをコントロールします。

 セクター管理

 格付け・信⽤リスク・個別銘柄

国債、地⽅債、政保債、事業債等の異なるセクターを組み⼊れ、各セクターの
ウエイトをコントロールします。

銘柄分散の徹底と各種アラームシステムの導⼊により、債券価格の下落抑制に
努め、投資環境の悪化局⾯においても流動性を確保します。

⾦利戦略

クレジット
戦略

※上記は理解を深めていただくためのイメージです。

当ファンドの運⽤戦略のイメージ

＊デュレーションは⾦利がある⼀定割合で変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを⽰す指標です。

（注）参考指数はFTSE⽇本国債インデックスです。同指数は当ファンドのベンチマークではありません。
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⾦利戦略①（デュレーション・コントロールのイメージ）

債券現物
債券先物等

買い

ポートフォリオ全体

①⾦利低下を予想
デュレーションを⻑期化

債券現物

債券先物等
売り

ポートフォリオ全体

債券現物

債券先物等
売り

ポートフォリオ全体

②⾦利上昇を予想
デュレーションを短期化

※上記は理解を深めていただくためのイメージです。

③⾦利上昇の⻑期化を予想
デュレーションをマイナス

残存期間・デュレーションが⻑い 残存期間・デュレーションが短い
• ⾦利低下時に価格上昇が⼤きく、残存期間・デュレー

ションが短い場合よりも収益が⼤きい。
• ⾦利上昇時に価格下落が⼩さく、残存期間・デュレー

ションが⻑い場合よりも損失が⼩さい。

• ⾦利上昇時に価格の下落が⼤きい。 • ⾦利低下時に価格の上昇が⼩さい。

メリット

デメリット

 デュレーション・コントロールはデリバティブ（先物・オプション）、現物ポートフォリオの残存期間別構成、現⾦⽐率等で⾏います。

債券先物等のオペレーションによるデュレーションの調整例

デュレーション・コントロールのイメージ

メリット

デメリット
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デュレーションの推移

（注）FTSE⽇本国債インデックスは参考指数であり、当ファンドのベンチマークではありません。
（出所）FactSetのデータを基に委託会社作成
※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。

⾦利戦略②（デュレーション・コントロールの事例）

2016年2⽉末〜2022年9⽉末（⽉次）

当ファンド

FTSE⽇本国債インデックス

 参考指数に対し、当ファンドでは機動的なデュレーション・コントロールを⾏っています。
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短期⾦融商品等

クレジット戦略（債券種別構成⽐率と格付別構成⽐率）

（注1）⽐率はすべて純資産総額対⽐です。
（注2）格付けは、投資債券に対する主要格付機関の格付けに基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。複数社の格付けがある場合は、原則として⾼い⽅を採⽤し、S&Pの表記⽅法で統⼀しています。
（注3）短期⾦融商品等は、先物等と現⾦等の合計です。

当ファンドの格付別構成⽐率
2016年2⽉末〜2022年9⽉末（⽉次）

当ファンドの債券種別構成⽐率
2016年2⽉末〜2022年9⽉末（⽉次）

 債券の種別構成⽐率、格付別構成⽐率ともに、機動的な変更を⾏っています。

※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものでもありません。
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運⽤プロセス

マクロ経済・市場環境シナリオをもとに、各投資戦略について投資魅⼒度を算定し
配分を決定

 ⾦利戦略（デュレーション、残存期間別構成 等）
• 戦略魅⼒度に応じて、デュレーションやイールドカーブ（残存期間別構成）等の
各⾦利戦略に対する配分を決定

 クレジット戦略（債券種別構成、銘柄選択）
• 戦略魅⼒度に応じて、クレジットファクター（クレジット市場全体の⽅向性）に
対する配分を決定
• 事業債の個別銘柄選択については、クレジット分析をベースに相対価値に応じて
ポートフォリオを構築

※上記の運⽤プロセスは、2022年9⽉末現在のものであり、今後変更される場合があります。

⽇本の公社債等

投資候補銘柄

ポートフォリオ

デュレーションとは
「債券の投資元本の回収に要する平均残存期間」や「⾦利の変動に対する債券価格の変動性」を表す指標です。⼀般的に、この値が⻑い（⼤きい）ほど、⾦利の変動に
対する債券価格の変動が⼤きくなります。
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国債
40.3

事業債
32.1

AAA
48.7

AA
14.3

A
18.8

- 2021/9/7 2022/3/7 2022/9/7 設定来累計
第1〜46期 第47期 第48期 第49期 （9⽉30⽇まで）
3,030円 40円 40円 40円 3,150円

（30.3%） （0.4%） （0.4%） （0.4%） （31.5%）

-1.0% -2.5% 24.4%

決算期

分配⾦
（対前期末基準価額⽐率）

騰落率
（税引前分配⾦再投資ベース）

28.4% 1.1%
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（円）
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1998年3⽉23⽇（設定⽇）〜2022年9⽉30⽇

基準価額、分配⾦の推移

税引前分配⾦
再投資基準価額

基準価額 8,975円

12,442円

運⽤実績とポートフォリオ概況（2022年9⽉末現在）

資産内容

デュレーション 9.7年
直接利回り 0.6％
最終利回り 0.7％

資産特性

格付別構成⽐率（％） 債券種別構成⽐率（％）

短期⾦融
商品等
16.4

短期⾦融
商品等
16.4

組⼊銘柄数

66銘柄

※上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市場動向等を勘案して決定します。ただし委託会社の判断により分配を⾏わ
ない場合もあります。

※ファンド換⾦時には、費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは10ページおよび投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。分配⾦は1万⼝当たり、税引前です。また税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して
計算しており、実際の基準価額とは異なります。

（注2）「対前期末基準価額⽐率」は、各期の分配⾦（税引前）の前期末基準価額（分配⾦お⽀払い後）に対する⽐率で、当ファンドの収益率とは異なります。第1〜46期と設定来累計の欄は、それぞれの分配⾦累計（税引
前）の設定時10,000円に対する⽐率です。

（注3）騰落率は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。第1〜46期の欄は、設定⽇から第46期末までの騰落率です。
（注4）ポートフォリオの最終利回りおよび直接利回りは実際の投資家利回りとは異なります。
（注5）格付別、債券種別の各構成⽐率は、純資産総額を100％として計算した値です。四捨五⼊の関係上、合計が100％にならない場合があります。
（注6）格付けは、投資債券に対する主要格付機関の格付けに基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。複数社の格付けがある場合は、原則として⾼い⽅を採⽤し、S&Pの表記⽅法で統⼀しています。
（注7）短期⾦融商品等は、先物等と現⾦等の合計です。

BBB
1.8

地⽅債
2.7

円建外債
1.7

その他債券
6.8
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当ファンドの投資リスクについて（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者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。

運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯⾦と異なります。また、⼀定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

＜基準価額の変動要因＞
◇流動性リスク…市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です

投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場⾒通し、経済・⾦融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該
有価証券等の流動性に⼤きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実⾏できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の
決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

◇⾦利変動に伴うリスク…債券の価格の下落は、基準価額の下落要因です
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた⾦利⽔準の変動に伴い価格が変動します。通常、⾦利が低下すると債券価格は上昇し、⾦利が上昇すると債券価格は下落し
ます。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価
格の変動度合いが⼤きくなる場合と⼩さくなる場合があります。

◇信⽤リスク…債務不履⾏の発⽣等は、基準価額の下落要因です
投資対象となる債券等の発⾏体において、万⼀、元利⾦の債務不履⾏や⽀払い遅延（デフォルト）が起きると、債券価格は⼤幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下
落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

＜その他の留意点＞
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適⽤はありません。
・ファンドは、⼤量の解約が発⽣し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、⼀時的に組⼊資産の流動性が低
下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付け
が中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消しとなる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性等があります。

＜分配⾦に関する留意事項＞
・分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンド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、基準価額は下がります。
・分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前
期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算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

・投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、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。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基
準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。
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購⼊単位 お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額 購⼊申込受付⽇の基準価額
換⾦価額 換⾦申込受付⽇の基準価額
換⾦代⾦ 原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇⽬からお⽀払いします。
信託期間 無期限（1998年3⽉23⽇設定）
決算⽇ 毎年3⽉、9⽉の7⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配 年2回決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。（委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。）

課税関係
● 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
● 公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度、未成年者少額投資⾮課税制度の適⽤対象です。なお、販売会社によっては、各制度での取扱い対象としない場合があります。
● 配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
※上記は、作成基準⽇現在のものです。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

ファンドの費⽤・お申込みメモ等（詳しくは投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。）

購⼊時⼿数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

その他の費⽤・⼿数料
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
● 監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤ ● 有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料 ● 資産を外国で保管する場合の費⽤ 等
※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。

お申込みメモ

ファンドの費⽤

 ファンドの純資産総額に以下の率を乗じた額とします。運⽤管理費⽤（信託報酬）は⽇々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき
に、信託財産から⽀払われます。

 信託報酬率は、前⽉最終営業⽇の新発10年国債利回り（⽇本相互証券株式会社発表終値。以下「新発10年国債利回り」といいます。）に応じて以下のとおりとし、毎⽉の第
１営業⽇の計上分より適⽤します。

新発10年
国債利回り 0.5％未満 0.5％以上

1.0％未満
1.0％以上
1.5％未満 1.5％以上

信託報酬率 年0.407％
（税抜き0.370％）

年0.572％
（税抜き0.520％）

年0.737％
（税抜き0.670％）

年0.902％
（税抜き0.820％）

※上記の⼿数料等の合計額については、保有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。

委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社（ファンドの運⽤の指図等を⾏います。）
受託会社 三井住友信託銀⾏株式会社（ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。）
販売会社 委託会社にお問い合わせください。（ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。）

委託会社・その他の関係法⼈等
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重要な注意事項

 当資料は三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。

 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判
断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

 当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。

 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、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。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。

 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、
投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。

 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および⽬論⾒書補完書⾯等の内容をご確認の
上、ご⾃⾝でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付⽬論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒
書）が優先します。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、⽬論⾒書補完書⾯等は販売会社にご請求ください。

 当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本⽂とは関係ない場合があります。

 当資料に評価機関等の評価が掲載される場合、当該評価は過去の⼀定評価の実績を分析したものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するもの
ではありません。

作成基準⽇︓2022年9⽉末
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 ご不明な点は下記にお問い合わせください。
＜コールセンター＞0120-88-2976 受付時間︓午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
＜ホームページ＞https://www.smd-am.co.jp


