
運用報告書に関するお問い合わせ先

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

業務部

〒100-8109　東京都千代田区大手町一丁目９番７号

大手町フィナンシャルシティ　サウスタワー

電 話 番 号：03-6836-5140

受 付 時 間：営業日の午前９時～午後５時

ホームページ：www.morganstanley.com/im/jp

お客様のお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ね

ください。

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電

磁的方法によりご提供する旨を定めております。右記ホームページ

の「ファンド情報」にてファンド名をご選択いただき、「ディスクロー

ジャー欄」から当ファンドの運用報告書をご覧ください。

○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。

交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

受益者の皆様へ

毎々、格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、グローバル･ボンド･オープンIMは、去る2018年５月23日に第

39期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げ

ます。

当ファンドは、主としてグローバル・ボンド・マザーファンドを通じ

て、日本を除く各国の公社債に投資し、投資信託財産の長期的な

安定成長を目的として、安定運用を行うことを基本としており、当

期もそのように運用を行いました。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

第39期末（2018年５月23日）

基準価額 10,341円

純資産総額 668百万円

第39期

騰落率 △3.1％

分配金 50円

（注）騰落率は、収益分配金（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。

グローバル･ボンド･

オープンIM

追加型投信／海外／債券

交付運用報告書

第39期（決算日 2018年５月23日）

作成対象期間（2017年11月25日～2018年５月23日）

CS5_18416166_01_os7モルスタ_GBOIM_交運_表紙のみ.indd   1 2018/07/06   13:20:01



1－　　－

基準価額の主な変動要因
　当期は、世界的に債券市場が下落（利回りは上昇）したことに加えて、為替市場において円高となったため、
期首に10,720円でスタートした基準価額は期末には10,391円（分配金50円込み）と上昇しました。

１万口当たりの費用明細

項目
当期

項目の概要(2017年11月25日～2018年５月23日)
金額 比率

ａ）信託報酬 65円 0.612％ ａ）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） (31) (0.293) 委託した資金の運用等の対価
（販売会社） (31) (0.293) 交付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、購入後

の情報提供等の対価
（受託会社） (3) (0.027) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

ｂ）その他費用 12 0.114 ｂ）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用） (2) (0.015) 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） (8) (0.076) 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） (2) (0.023) 信託事務の処理に要するその他の諸費用

合計 77 0.726
当期中の平均基準価額は、10,566円です。

（注１）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、簡便法により算出した結果
です。

（注２）その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注３）「比率」欄は、１万口当た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。
（注４）「金額」欄は、各項目毎に円未満は四捨五入してあります。

■運用経過
基準価額等の推移
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純資産総額（右軸）

ベンチマーク（左軸）

第39期首：10,720円
第39期末：10,341円（既払分配金50円）
騰落率 ： △3.1％（分配金再投資ベース）

（注１）分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。分配金再投資
基準価額は、期首の値を基準価額と同値にし
て指数化しています。

（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。

（注３）ベンチマークは、ＦＴＳＥ世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース：25％為替オープ
ン＋75％為替ヘッジ）です。為替オープン部
分は基準日前営業日の米ドル建て指数を基準
日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が
独自に円換算し、為替ヘッジ部分は基準日前
営業日の円ヘッジ指数を用いています。ベン
チマークは、期首の値を基準価額と同値にし
て指数化しています。
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最近５年間の基準価額等の推移

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（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、ファンドの運用の実質的なパ

フォーマンスを示すものです。

・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。

・ベンチマークは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース：25％為替オープン＋75％為替ヘッジ）です。為替オープン部分は

基準日前営業日の米ドル建て指数を基準日の対顧客電信売買相場仲値を用いて当社が独自に円換算し、為替ヘッジ部分は基準日前営業日の

円ヘッジ指数を用いています。

・分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2013年５月23日の値を基準価額と同値にして指数化しています。

2013年５月23日
期首

2014年５月23日
決算日

2015年５月25日
決算日

2016年５月23日
決算日

2017年５月23日
決算日

2018年５月23日
決算日

基準価額（分配落）（円） 10,606 10,629 11,167 10,963 10,671 10,341

期間分配金合計（税込み）（円） － 100 100 100 100 100

分配金再投資基準価額騰落率（％） － 1.2 6.0 △0.9 △1.7 △2.2

ベンチマーク騰落率（％） － 2.4 7.6 0.7 △0.2 △0.6

純資産総額（百万円） 543 524 647 710 697 668
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3－　　－

投資環境
①　米国債券市場においては、税制改革の成立を受けて景気見通しがさらに改善したことや、賃金等の上昇が

インフレ率の上昇に繋がると考えられ、追加利上げ期待が高まったこと等を背景に下落（利回りは上昇）
傾向で推移しました。３月には、トランプ大統領が鉄鋼等の輸入に関税をかける方針を示し、特に中国と
の間で貿易戦争に発展する可能性が懸念されたことで若干上昇（利回りは低下）する局面があったものの、
その後は、原油高がインフレ圧力に繋がる可能性が想定されたことや、北朝鮮情勢の安定化に向けた取り
組みが進展していること等を背景に、さらに下落（利回りは上昇）する展開となりました。

②　ドイツ債券市場は、当初は、経済指標の改善等を受けてＥＣＢ（欧州中央銀行）が量的緩和政策を縮小さ
せる方向であることや、１月にドラギＥＣＢ総裁が景気に対して楽観的な見方を示したことが下落（利回
りは上昇）要因となりました。一方、その後については、経済指標の鈍化等を受けてＥＣＢのタカ派姿勢
が市場参加者の想定以上に強まらず、今後の量的緩和政策の縮小や利上げへの転換が比較的ゆっくりとし
たペースで行われるといった見方が強まったため、上昇（利回りは低下）に転じました。

③　為替市場は、ドル円市場において、特に１月以降、全般的な米ドル安傾向に加えて、リスク回避的な動き
や、日銀が金融緩和政策を今後縮小させるのではないかといった見方を背景に一旦は円高米ドル安となり
ました。その後は、米国の利上げ期待の高まり等を受けて米ドル高傾向に転じたことや、北朝鮮情勢の安
定化が期待され地政学的リスクへの懸念が後退したことを受けて、円安米ドル高となりました。ユーロに
ついては、当初は経済指標の改善やＥＣＢが量的緩和政策を縮小させる方向であることを受けて対円、対
米ドルで上昇したものの、その後はＥＣＢがタカ派スタンスを強めなかったこと等を背景に軟調な推移と
なりました。

ポートフォリオ
　マザーファンドへの投資を通じて、主要先進国公社債の国別・残存期間別組入れ比率を債券市場の変化に対
応して機動的に調整するとともに、為替ヘッジを適宜実行し、安定した利息収入と売買益の確保をめざして運
用してまいりました。また、運用手法としては、金利予測・為替予測よりも、各国の経済ファンダメンタルズ、
インフレ動向、長短金利差および実質金利動向を重点的に分析・適用する「バリュー・アプローチ」を採用し
ています。この方針に基づき、組入れ銘柄の残存期間を調整し、ポートフォリオを構築しました。また、為替
戦略に関しては、為替予約取引を活用しながら、バリュー・アプローチの観点から投資妙味のある通貨に積極
的に投資を行いました。

(1) 債券戦略
　期首より、実質金利の観点から主要な債券市場は投資魅力度が低く、特に米国においては、経済ファンダメ
ンタルズが相対的に良好なことに加えて、今後の金融正常化を十分に織り込んでいないことからアンダーウェ
イト戦略を継続し、レンジの範囲内で適宜調整しました。一方、先進国の中央銀行による緩和的な金融政策が
継続する中、相対的に実質金利の高い周辺国は魅力的と考え、オーストラリアやメキシコのオーバーウェイト
戦略を継続しつつ、ニュージーランドのオーバーウェイト戦略を採用しました。また、ユーロ圏内においては、
イタリア国債をオーバーウェイトとしつつ、フランス国債のアンダーウェイト戦略及び、スペイン国債のオー
バーウェイト戦略を採用しました。

(2) 為替戦略
　ドル圏においては、オーストラリア・ドルのアンダーウェイト戦略を継続しつつ、米ドルをニュートラル近
辺からアンダーウェイトの範囲で調整しました。欧州圏内においては、ノルウェー・クローネやポーランド・
ズロチをオーバーウェイトとする戦略を継続しました。

(3) 非国債投資戦略
　期首より、先進国中央銀行による緩和的な金融政策が高格付け非国債の安定した推移に繋がると判断し高格
付けの非国債への投資を継続しつつも、投資魅力度の変化に応じて、比率の調整を行いました。
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4－　　－

【分配原資の内訳】

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第39期

（2017年11月25日～2018年５月23日）

当期分配金 50

（対基準価額比率） 0.481％

当期の収益 50

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 3,712

（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）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。

（注３）「当期の収益」および「当期の収益以外」の数値は円未満

を切捨てているため、合計が「当期分配金」と一致しない

場合があります。

■今後の運用方針
米 国 債 券：米国においては緩やかな景気の拡大が継続しており、追加利上げが想定される一方で、債券

市場においては今後の利上げ実施やそれに伴うターム・プレミアムの漸進的な修正の可能性
を織り込んでいないことから、アンダーウェイト戦略を継続する方針です。

欧 州 債 券：ユーロ圏においては、政治情勢が潜在的なリスク要因として考えられる一方、経済指標の改
善やＥＣＢによる量的緩和政策の縮小は金利上昇要因であると考え、ニュートラルからアン
ダーウェイトの範囲で適宜調整する方針です。

為 替 戦 略：ノルウェー・クローネについては、原油高が景気を後押しすること等、景気見通しが比較的
良好で、また、金融政策が相対的にタカ派的であることが通貨の上昇要因になると考え、
オーバーウェイト戦略を継続する方針です。一方、景気見通しが劣る国や金融政策が相対的
に緩和的な国の通貨は魅力的とは言えないと考えており、オーストラリア・ドルのアンダー
ウェイト戦略を継続する方針です。

　今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

上記は将来の市況環境の変動等を保証するものではなく、このため、将来の投資成果等を保証するものではありません。

分配金
　当期の収益分配金につきましては基準価額水準等を勘案し、１万口当たり50円とさせていただきました。な
お、収益分配金にあてなかった利益につきましては、投資信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用
いたします。

ベンチマークとの差異
　期中の騰落率は、ファンドが△3.1％、ベンチ
マークが△2.1％となり、0.9％のアンダーパフォー
ムとなりました（騰落率は小数点以下第２位を四捨
五入しております）。債券戦略においては、米国の
アンダーウェイト戦略は奏功したものの、オースト
ラリアやメキシコのオーバーウェイト戦略がマイナ
ス寄与しました。また、為替戦略については、オー
ストラリア・ドルのアンダーウェイト戦略がマイナ
ス寄与しました。
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5－　　－

■お知らせ
①債券運用部門のグローバルな組織体制の変更により、債券ポートフォリオの運用及びトレーディング機能を
「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク」（以下、「米国拠点」といいま
す。）及び「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド」（以下、「英国拠
点」といいます。）に集約するため、本投資信託の外国為替予約取引の指図に関する権限を米国拠点及び英
国拠点へ再委託する約款変更を行いました。（平成29年12月11日付）

②親投資信託の運用の指図に関する権限を米国拠点及び英国拠点へ再委託する変更に伴い、円滑な資金管理を
行うため、ニューヨーク（米国）及びロンドン（英国）の銀行休業日を、本投資信託の追加設定・一部解約
の申込不可日とする変更を行いました。（平成29年12月11日付）

③本投資信託約款「運用の基本方針2.（2）投資態度」に記載のベンチマークの表記を、「シティ世界国債イ
ンデックス」から「ＦＴＳＥ世界国債インデックス」に変更いたしました。（平成30年２月23日付）

■当ファンドの概要

商品分類 追加型投信／海外／債券

信託期間 原則無期限

運用方針
日本を除く世界各国の公社債への投資により、投資信託財産の長期的な安定成長を図るこ
とを目的として、安定運用を行うことを基本とします。

主要投資対象
ベビーファンド

グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
ます。なお、直接債券等に投資する場合があります。

マザーファンド 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。

運用方法

グローバル・ボンド・マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要先進国の格
付けの高い公社債（原則としてＡ格以上）を中心に投資し、安定した収益の確保を目的
に、投資信託財産の長期的な安定成長をめざします。
運用にあたっては、世界各国の実質金利分析とイールドカーブ分析に基づいて国別投資配
分および期間別投資配分を行います。さらに、ファンダメンタルズ分析とクレジット分析
に基づいて最適投資銘柄の選定を行います。
実質外貨建資産については、世界各国のファンダメンタルズ分析による通貨価値に基づい
た為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。

分配方針

原則として、毎決算時（５月23日、11月23日。ただし決算日が休業日の場合は翌営業日）
に、繰越分を含めた利子・配当収益と売買益（評価益を含みます。）等から基準価額の水
準等を勘案して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
わないこともあります。）収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に
基づいて運用を行います。
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＜参考情報＞

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較

・上記は、2013年５月から2018年４月の５年間の各月末における１年間の騰落率の最大・最小・平均を、当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。

・上記の騰落率は、直近月末から60カ月遡った算出結果であり、決算月末に対応した数値とは異なります。

・すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

・当ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額の騰落率です。

・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ＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）

・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など

同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の商標又は標章に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有し

ています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、本件商品の発行又は

売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

・ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、日本を除く先進国の株式市場のパフォーマンスを測るために開発された浮動

株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。

・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式市場のパフォーマンスを測るために開

発された浮動株調整済み時価総額加重指数です。著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。

・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證

券株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債を用い

て行われるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

・ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平

均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが

有しています。

・ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（「本指数」）は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、

J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による

事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2018, J.P. Morgan Chase & Co. All rights 

reserved.

△4.0

65.0 65.7

9.3

34.9
43.7

19.6 19.7
12.7

2.2
7.8 5.2

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

△22.0
△17.5

△27.4

△12.3
△17.4

(％) （2013年５月～2018年４月）

△40.0

△20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

47.4

10.2
2.1

△4.7

最小値

最大値

平均値

CS5_18416166_02_os7モルスタ_GBOIM_交運_運用経過.indd   6 2018/07/06   13:20:03



7－　　－

■当ファンドのデータ
　当ファンドの組入資産の内容（2018年５月23日現在）

○組入ファンド等� （組入銘柄数：１銘柄）

第39期末

グローバル・ボンド・マザーファンド 98.3％

その他 1.7％

・比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

・比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。

・その他には、現金等を含みます。

○純資産等

項目
第39期末

2018年５月23日

純資産総額 668,177,824円

受益権口数 646,158,566口

１万口当たり基準価額 10,341円

・当期中において、追加設定元本額は、59,471,771円、同解約元本額は52,635,474円です。

その他
1.7％

マザーファンド受益証券
98.3％

○資産別配分

その他
1.7％

日本
98.3％

○国別配分

日本円
100.0％

○通貨別配分
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■組入上位ファンドの概要
　以下は、当ファンドの主要な投資先ファンドの直近決算の概要です。
　グローバル・ボンド・マザーファンド（計算期間　2017年５月24日～2018年５月23日）

○基準価額の推移 ○１万口当たりの費用明細

項目
当期

(2017年５月24日～2018年５月23日)
金額 比率

その他費用 5円 0.029％
（保管費用） (5) (0.029)
（その他） (0) (0.000)

合計 5 0.029
当期中の平均基準価額は、16,427円です。

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

2017/5/23 2017/9/29 2018/1/31 2018/5/23

(円)

基準価額

○組入上位10銘柄� （組入銘柄数　48銘柄）

銘柄名 利率 償還日 通貨 比率
１ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5％ 2019/８/７ オ－ストラリアドル 5.4％
２ FRANCE 2.25％ 2022/10/25 ユーロ 5.1％
３ US TREASURY 1.375％ 2021/１/31 米ドル 5.0％
４ ITALY 1.45％ 2022/９/15 ユーロ 4.9％
５ US TREASURY 1.125％ 2020/３/31 米ドル 4.8％
６ US TREASURY 1.625％ 2022/11/15 米ドル 4.3％
７ US TREASURY 1.125％ 2021/９/30 米ドル 4.3％
８ US TREASURY 2.5％ 2045/２/15 米ドル 4.2％
９ US TREASURY 1.375％ 2023/６/30 米ドル 4.1％
10 SPAIN 0.4％ 2022/４/30 ユーロ 4.0％

・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。

・資産別・国別・通貨別配分において、その他には現金等を含みます。また、国別配分および通貨別配分については、上位11位以下の国をそ

の他に含めて集計しています。

・基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は、組入ファンドの直近の計算期間のものです。費用項目等については＜運用経過＞１万口当た

りの費用明細をご参照ください。

・比率は、純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です。

・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。

その他
5.4％

海外債券
94.6％

○資産別配分

アメリカ
38.2％

イタリア
9.9％スペイン

8.0％
フランス
7.9％

国際機関
7.3％

イギリス
5.6％

ドイツ
3.3％

その他
12.9％

ポーランド
1.9％オーストラリア

2.0％

メキシコ
2.9％

○国別配分

その他
5.4％

米ドル
38.2％

ユーロ
34.1％

オ－ストラリアドル
9.3％

英ポンド
5.6％

メキシコペソ
2.9％

ポーランドズロチ
1.9％

カナダドル
1.7％

ニュージーランドドル
0.6％

ノルウェークローネ
0.3％

○通貨別配分
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