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主として日本を含む世界の投資適格債に投資し、インカム・ゲインの確保と信託財産の中長期的な成
長を目指して運用を行います。ただし、信託財産の純資産総額の20％を上限として、非投資適格債お
よび新興国の債券に投資することがあります。 
ポートフォリオ全体の平均格付を、原則としてA格以上に維持します。 
外貨建資産については、為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的とし
て、外国為替の予約取引を行います。 
資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 

商品分類 追加型投信／内外／債券 

投資対象 日本を含む世界の投資適格格付けの公社債（以下「投資適格債」といいます。）を主要投
資対象とします。ただし、信託財産の純資産総額の20％を上限として、非投資適格債お
よび新興国の債券に投資することがあります。 

設定日 平成２８年４月２０日 

信託期間 平成２８年４月２０日から平成３８年４月６日まで 

決算日 年２回（４月５日、１０月５日。休業日の場合は翌営業日） 
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基準価額 9,656円 

前月末比 -86円 

純資産総額 281百万円  

前月末比 -12百万円 

カレラ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）2636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 
 

商品概要 

投資態度 

基準価額の推移                                            （2016/4/20～2017/11/30） 

ファンドの現況                                                 

※ 基準価額は信託報酬控除後の１万口当たりの価額です。 
※ 分配金込基準価額は、税引前分配金を全額再投資したと仮定して算出した値であり、当社が公表している基準価額とは異なります。 
    分配金込基準価額は、信託報酬控除後の価値です。税引後の運用実績は、課税条件等によってご投資家ごとに異なります。 
※ 過去の運用実績は、将来の運用成果等を約束するものではありません。当ファンドの投資価値および投資収益は下落することも、 
        上昇することもあります。また、為替相場の変化により変動するものであり、元本を保証するものではありません。 

（2017年11月30日現在） 
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基準価額の期間騰落率 
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期間 １ヵ月 ３ヵ月 ６ヵ月 １年 ３年 設定来 

騰落率 -0.88％ -0.01％ +0.68％ +0.96％ 未到来 -3.44％ 

騰落率（収益率）* -0.88％ +1.02％ +1.71％ +2.76％ 未到来 -1.72％ 

※ 基準価額の騰落率（収益率）は、税引前分配金を再投資したものとして計算されており、分配金込基準価額の騰落率です。 

分配実績 

※ 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、必ず分配
を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 

※ 投資信託の分配金は、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、基準価額は下がります。 

（1万口あたり、税引き前） 

期 分配日 分配金額 

第１期 2016年10月５日 分配なし 

第２期 2017年４月５日 70円 

第３期 2017年10月５日 100円 

分配金合計額 170円 



 
カレラ ワールド債券アクティブファンド  月次レポート 

 
 

追加型投信／内外／債券 
 

Carrera Asset Management Co.,Ltd. 

組入債券上位銘柄 

銘柄名 
クーポン

（％） 
満期 格付 通貨 国名 

ウエイト
（％） 

１ 米国国債 1.500 2023/3/31 AAA 米ドル 米国 15.43 

２ 米国国債 2.500 2046/2/15 AAA 米ドル 米国 14.94 

３ 
フィリップ・モリス・     
インターナショナル 

6.375 2038/5/16 A 米ドル 米国 10.63 

４ IBM 3.450 2026/2/19 A+ 米ドル 米国 8.23 

５ ウェルズ・ファーゴ 7.980 2049/3/29 BBB 米ドル 米国 8.10 

６ ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ 3.000  2026/4/1 A 米ドル 米国 7.99 

７ ペプシコ 2.850  2026/2/24 A+ 米ドル 米国 7.93 

８ AT&T 4.300  2042/12/15 BBB+ 米ドル 米国 7.36 

９ 
ベライゾン・コミュニケー

ションズ 
5.012  2049/4/15 BBB+ 米ドル 米国 7.03 

10 AAI LTD 5.020 2040/11/18 A- 豪ドル オーストラリア 3.17 

2017年11月30日現在 

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するもので
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国債
32.8%

社債
63.6%

現金・
その他
3.6%

種類別構成比率（％） 

A- 6.3%

BBB+ 14.4%
BBB 8.1%

現金・
その他 3.6%

A+ 16.2%

A 18.6%

AAA 32.8%

格付分布（％） 

現金・その
他 3.6%

オーストラリ
ア・ドル建債

券 8.8%

米ドル建債
券 87.6%

債券通貨別構成比率（％） 

平均修正デュレーション 9.47 直接利回り（％） 3.75 

平均格付 A+ 最終利回り（％） 3.54 

※ 格付は、ムーディーズ、Ｓ＆Ｐ、フィッチ等による格付を加重平均して算出しています。ただし、２社により、格付が付与されている銘柄
の格付は、下位の格付を採用しています。 

※ 2017年11月30日現在のブルームバーグ・データをもとにカレラＡＭが作成したものです。 

※ 平均修正デュレーション、平均格付、直接利回りおよび最終利回りの計算では、現金・その他を考慮していません。 
※ 直接利回りは、価格に基づくリターン率（年率）です。 
※ 最終利回りは、償還日まで証券を保有した場合のリターン率です。クーポンレート、償還日までの期間、時価に基

づき算出しています。また、残存期間中の受取利子は定率で再投資されると想定しています。 
※ 2017年11月30日現在のデータをもとにブルームバーグを使用し、カレラＡＭが作成したものです。 
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※ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が発表している指
数で、その著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利
は野村證券株式会社に帰属します。 

※  野村證券株式会社はNOMURA-BPI総合の正確性、完全性、
信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成
果等に関して一切の責任を負うものではありません。 
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通貨配分（％） 

通貨  
為替ヘッジ前 
通貨配分（A） 

為替ヘッジ比率
（B） 

為替ヘッジ後 
通貨配分（A+B) 

米ドル 88.9% 0.0% 88.9% 

オーストラリア・ドル 8.9% 0.0% 8.9% 

外貨部分の合計 97.8% 0.0% 97.8% 

日本円 

現金等 2.2% 

外貨の円に対するヘッジ比率 0.0% 

日本円合計 2.2% 

マーケットの状況 
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NOMURA-BPI総合 

（2016/10/3～2017/11/30） 

（出所：ブルームバーグ・データをもとに作成） 

※ 「為替ヘッジ前通貨配分」は、保有する債券および現金・その他を基に算出しています。 

※ 「為替ヘッジ比率」は、外貨建資産については、為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的
として、外国為替の予約取引を行った割合です。 

※ 上記の通貨配分（％）は小数点第２位を四捨五入しているため、合計値が足し合わせた値と一致しない場合があります。 
※ 日本円合計は、為替評価損益を含みます。 
※ 2017年11月30日現在のデータをもとにカレラＡＭが作成したものです。 

 
 

シティ世界国債インデックス（国内投信用） 

（2016/10/3～2017/11/30） 

（出所：シティ・グループ・データをもとに作成） 

※ シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、
Citigroup Index LLC（以下CitiIndex）により開発、算出およ
び公表されている債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、CitiIndexは、
当該データの正確性および完全性を保証せず、またデー
タの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一
切の権利はCitiIndexに帰属します。 
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投資環境 

 11月の世界の債券市場は、米国ではFOMC(米連邦公開市場委員会）が景気判断を上方修正し、次期FRB議長にパウ

エル理事が指名されたことから、景気先行きへの期待感が高まったことに加えて、経済指標の堅調さから、今後の利上

げを織込む形で長期国債のイールドカーブはフラット化しました。欧州では、２日、英国のBOE（イングランド銀行)が約10

年ぶりに政策金利を引き上げ、0.50％とした他、一部議員がメイ首相への不信任に動き、EU離脱交渉の膠着が予想され

たことや、９月のドイツ議会選挙後の連立政権樹立に向けた協議が決裂したことから、政治リスクが上昇しました。一方

で、ECB（欧州中央銀行)は、量的緩和策の規模こそ縮小していますが、期間の延長で利上げ期待を抑え込んでいること

から、低物価水準が継続しました。豪州では、RBA（豪州準備銀行）が市場予想通り、政策金利を維持を決定、低調なイ

ンフレ率推移が継続する見通しを示しました。 

 

 為替市場では、多くの主要通貨に対して円高となりました。11月末の米ドルは、前月末比0.98%米ドル安/円高の112.05

円となりました。また、豪ドルは前月末比2.39%豪ドル安/円高の84.87円となりました。 

 

運用経過 

 米国ＦＥＤによる年内あと１回の利上げは既に市場は織り込んでおり、2018年の利上げ回数に焦点は移っております。

そのため、長期金利の低位安定とイールドカーブのフラットニングが継続していることから、今月もポートフォリオのデュ

レーションを短期化することは見送りました。為替も対円でヘッジをせず、オープンを維持致しました。米欧の景気指標は

更なる景気拡大を示唆しており、他の要因が無ければドル、ユーロともに対円では高くなる傾向が続くと思われます。 

 

今後の投資方針 

 米国、欧州ともに金融政策はタイト化を模索していますが、ドラスティックな変更は行われず、資産市場の動静を注意深

く観察しつつ緩やかに引き締めモードを展開するものと思われます。11月には、高値警戒感から高利回り債が大きく調整

する局面がありましたが、一過性の現象と思われます。機会があれば、長期の事業債から中短期の事業債に入れ替え

る予定です。 

 

当資料はカレラアセットマネジメント株式会社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完全性を保証するもので
はありません。記載内容等は将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。取得申込に際しては必ず「投
資信託説明書（交付目論見書）」の内容をご確認ください。 
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マーケットの状況 

マンスリーコメント 
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米ドル（対円）の推移 オーストラリア・ドル（対円）の推移 

（2016/10/3～2017/11/30） （2016/10/3～2017/11/30） 

（三菱東京UFJ銀行データをもとに作成） 
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当ファンドは、主として日本を含む世界の投資適格格付けの公社債や、信託財産の純資産総額の20％を上限

として非投資適格債および新興国の債券など値動きのある有価証券に投資します。（外貨建資産には為替変

動リスクもあります。）ので基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額

の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰

属することになります。また、投資信託は預貯金と異なります。 

当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。 

基準価額の変動要因 
 

公社債の価格変動リスク(金利変動リスク） 

 当ファンドは、主に世界の公社債に投資します。（ただし、これに限定されるものではありません。以下同じ

です。）ので、当ファンドの基準価額は、公社債の価格変動の影響を受けます。公社債の価格は投資対象

国の政治経済情勢、発行者の業績、市場の需給等を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落

（金利が上昇）することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被るこ

とがあります。 
 

為替変動リスク 

 当ファンドは、主に外貨建ての公社債に投資します。投資している通貨が円に対して強く（円安に）なれば当

ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば当ファンドの基準価額の下落要因となります。し

たがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被るこ

とがあります。 
 

信用リスク 

 当ファンドが投資している有価証券や金融商品および各種派生商品に債務不履行が発生あるいは懸念さ

れる場合には、当該有価証券や金融商品および各種派生商品の価格が下がること、または投資資金を回

収できなくなることがあり、これらの要因により当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがありま

す。また有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものにな

ると想定されます。 
 

カントリーリスク 

 当ファンドは、世界の公社債を主要投資対象とします。世界の公社債に投資する場合には、投資する有価

証券の発行者に起因するリスクのほか、投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因によ

り、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に新興国債券に投資する場合には、

一般に先進国の公社債と比べて格付けが低いために公社債の元利金の支払い遅延ならびに支払不履行

が生じる可能性が高くなり、その他に市場規模や証券取引量が小さいこと、また特有のリスク（政治・社会的

不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や法制度の未発達、為替レートの高い変

動、外国への送金規制等）が想定されます。 
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流動性リスク 

 急激かつ多量の有価証券売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急

激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に有価証券を売買できない

ことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該有価証券の価格の下落により、当

ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。 
 

解約による当ファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク 

解約による当ファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。

その際には、市況動向や市場の流動性等との状況によって、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で

売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。 
 

資金移動に係るリスク 

 当ファンドの投資対象国の政府当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、償還等の支払

資金の国内への回金が滞ることがあります。 
 

予測不可能な事態が起きた場合について 

その他予測不可能な事態（天変地異、クーデター等）が起きた場合等、市場が混乱することがあり、一時的

に当ファンドの受益権が換金できないこともあります。また、これらの事情や有価証券の売買にかかる代金

の受渡しに関する障害が起きた場合等には、当ファンドの受益権の換金代金の支払いが遅延することや、

一時的に当ファンドの運用方針に基づいた運用ができなくなるリスクがあります。 

 

 

※ その他の留意点 

当ファンドのお取引に関しては、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。 

当ファンドは、受益権口数が３億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還され

ることがあります。 

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買

益）を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン

ドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金

の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金は

ファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価

額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、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。 

 

 



信 託 設 定 日 平成２８年４月２０日 

信 託 期 間 平成３８年４月６日まで 

購入の申込期間 継続申込期間：平成２９年７月６日から平成３０年７月５日まで 
ただし、継続申込期間は、上記の期間満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。 

購 入 価 額 継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額 

購 入 単 位 最低単位を１円単位または１口単位として販売会社が定める単位とします。 

申 込 締 切 時 間 原則として、午後３時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 

申 込 不 可 日 販売会社の営業日であっても、申込日当日が、ニューヨークの銀行または証券取引所の
休業日に該当する場合には、お申込みができません。 

換 金 単 位 １口単位 

換 金 価 額 換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して６営業日目からお支払いします。 

決 算 日 年２回（原則として４月５日、１０月５日。いずれも休業日の場合は翌営業日。） 

収 益 分 配 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金
額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には
分配を行わないことがあります。 
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購入時に直接ご負担いただく費用  
 

購入時手数料 ： 原則として、申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は１口当たり１円）
に対して１．０８％（税抜１．００％）を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自
に定めるものとします。 

 

換金時に直接ご負担いただく費用 
 

換金時手数料 ： かかりません。 
信託財産留保額 ： ありません。 
 

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 
 

運用管理費用（信託報酬） ：  計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年１．０６９２％ 
（税抜０．９９％）を乗じて得た額とします。 

 

その他費用 ： ファンドの監査費用、目論見書、有価証券届出書、有価証券報告書、運用報告書な
ど法定書類等の作成、印刷および交付または提出費用、公告費用等の管理、運営に
かかる費用、有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、
信託財産に関する租税、証券投資信託管理事務委託手数料、信託事務の処理等に
要する諸費用等（その他費用については、運用状況等により変動するため、事前に
料率、上限額等を表示することができません。） 

 

  ＊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。 
  ＊詳しくは、販売会社または委託会社までお問い合わせください。 

 ＊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。  
 ＊当ファンドのお取引に関しては、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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委託会社  カレラ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）2636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 
  
 【当ファンドの委託会社として、受益権の募集、受益権の発行、信託財産の運用指図、投資信託

  説明書（交付目論見書）・運用報告書の作成等を行います。】  

 

受託会社  三菱UFJ信託銀行株式会社  
  
 【当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。】 

 

販売会社  安藤証券株式会社 

 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第１号 
 加入協会 ： 日本証券業協会  
 楽天証券株式会社 

 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者 

 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 

   日本商品先物取引協会 

   一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

   一般社団法人日本投資顧問業協会 

 
  
 【当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）・運用

  報告書の交付、一部解約の実行請求の受付ならびに収益分配金・償還金および一部解約金の

  支払いの取扱い等を行います。】 

► 当資料は、カレラアセットマネジメント株式会社が作成した資料です。 

► 投資信託は、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。 

► 当資料記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更すること

があります。データ等参考情報は信頼できる情報をもとに作成しておりますが、正確性・完全性について当

社が責任を負うものではありません。 

► 当資料記載の内容は将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。 

► 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資

しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用

による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。 

► 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。 

► 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはな

りません。 

► 登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

► ご購入に際しては、販売会社より最新の投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容

をご確認の上、ご自身で判断して下さい。 

ご留意事項 


