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＊騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、課税前分配金再投資基準価額です。
   上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
＊「課税前分配金再投資基準価額」とは、基準価額に各収益分配金（課税前）を、
   その分配が行われる日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、
   当社が公表している基準価額とは異なります。
＊騰落率は各月末営業日で計算しています。
　（各月末が休業日の場合は前営業日の値で計算しています。）

＊通貨別構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。
＊四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

＊基準価額は1万口当たりとなっています。

【運用資産構成比率】

【ファンドの騰落率（課税前、分配金再投資）】

【基準価額・純資産総額の推移】【基準価額・純資産総額】

■分配重視型

＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。
＊当ファンドの信託報酬率は、純資産総額に対して1.848%（税込み）です。
＊「課税前分配金再投資基準価額」とは、基準価額に各収益分配金（課税前）を、その分配が行われる日に
   全額再投資したと仮定して算出したものです。
＊ベンチマークは「MSCIワールド・インデックス（円換算ベース）」で、設定日を10,000として指数化しております。
＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

■複利効果重視型 ■分配重視型

＊運用資産構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第2位を
   四捨五入して表示しています。
＊四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

＊分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。
＊分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により分配を
   行わない場合もあります。

■分配重視型

■複利効果重視型

■複利効果重視型

■分配重視型

■複利効果重視型

＜ファンドの特色＞

■複利効果重視型

■分配重視型

■複利効果重視型

■分配重視型

【通貨別構成比率】

【分配金実績（1万口当たり、課税前）】

■「新生・世界株式ファンド（複利効果重視型）」と「新生・世界株式ファンド（分配重視型）」（以下、総称して「当ファンド」といいます。またそれぞれを単に
   「複利効果重視型」、「分配重視型」という場合があります。）は世界株式マザーファンド受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）
    への投資を通じて、主として世界の先進国の株式等に分散投資を行います。
■当ファンドは「MSCIワールド・インデックス（円換算ベース）」をベンチマークとして、これを上回るパフォーマンスをめざしてアクティブ運用を行います。
■実質組入外貨建て資産について、為替ヘッジは原則として行いません。
■マザーファンドの株式等の運用指図に関する権限を、スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント・エルティディ（以下、「スイス・アンド・グローバル・
    アセットマネジメント社」と いいます。）に委託します。
※「MSCIワールド・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属し、同社は
    同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

世界株式マザーファンド 99.5%
コール･ローン等、その他 0.5%
合計 100.0%

世界株式マザーファンド 97.8%
コール･ローン等、その他 2.2%
合計 100.0%
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2014/1/31 2013/12/30 前月比
基準価額 9,486円 10,069円 -583円

純資産総額 1.7億円 1.8億円 -0.1億円

2014/1/31 2013/12/30 前月比
基準価額 6,539円 6,934円 -395円

純資産総額 0.6億円 0.6億円 0.0億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
ファンド -5.79% 4.30% 13.59% 27.74% 52.12% -5.14%

ベンチマーク -5.09% 4.51% 12.55% 31.36% 65.13% 18.59%

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来
ファンド -5.70% 4.03% 13.13% 26.72% 48.08% -11.87%

ベンチマーク -5.09% 4.51% 12.55% 31.36% 65.13% 18.59%

第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
(09/12/21) (10/12/20) (11/12/20) (12/12/20) (13/12/20)

0円 0円 0円 0円 0円 0円

合計

第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期
(09/12/21) (10/03/23) (10/06/21) (10/09/21) (10/12/20) (11/03/22)

2円 13円 0円 1円 21円 0円
第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期

(11/06/20) (11/09/20) (11/12/20) (12/03/21) (12/06/20) (12/09/20)

7円 0円 13円 27円 15円 30円
第19期 第20期 第21期 第22期 第23期

(12/12/20) (13/03/21) (13/06/20) (13/09/20) (13/12/20)

27円 360円 134円 593円 611円 2,027円

合計
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3.28%

　以下のコメントは、「新生・世界株式ファンド（複利効果重視型）／（分配重視型）」のマザーファンドである「世界株式マザーファンド」の運用指図を行っているス
イス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社のコメントをもとにして作成したものです。また、下記の見通しは当資料作成時点のものであり、事前の連絡なし
に変更される場合がありますのでご留意ください。

（注）平均配当利回りは、各銘柄の配当利回り（税引前）をそれぞれの時価で加重平均したものです。

【世界株式マザーファンドの運用状況】

【組入上位10銘柄】【基準価額の推移】

＊ベンチマークは「MSCIワールド・インデックス（ドルベース）」をもとに委託会社が独自に算出した指数で、世
    界株式マザーファンドの設定日（2007年12月27日）を10,000として指数化しております。

【マザーファンドの騰落率】

【平均配当利回り(注）】

【世界株式マザーファンド】市場概況と今後の見通し

*左記の業種は、MSCI/S&P
GICS※の業種区分に基づいて
います。
※ MSCI/S&P GICSとは、スタン
ダード＆プアーズとMSCI  inc.が
共同で作成した世界産業分類
基準(Global Industry
Classification  Standard =GICS)
のことです。
*比率は四捨五入の関係上必ず
しも100%にならない場合があり
ます。

※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

【セクター別構成比率】

組入銘柄数 91
銘柄名 業種 組入比率

1 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 金融 3.2%

2 ゼネラル･エレクトリック 資本財・サービス 3.1%

3 サンタンデール銀行 金融 2.4%

4 アクサ 金融 2.2%
5 ヒューレット･パッカード 情報技術 2.2%

6 マイクロソフト 情報技術 2.2%

7 アップル 情報技術 2.1%

8 ゼネラルモーターズ 一般消費財・サービス 2.1%
9 ネスレ 生活必需品 2.0%

10 シスコシステムズ 　　　 情報技術 1.9%
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1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年
設定来

(2008年4月

30日以来)

ファンド -5.66% 4.93% 15.02% 30.86% 63.39% 8.89%
ベンチマーク -5.09% 4.51% 12.55% 31.36% 65.13% 18.59%

　2014年1月のMSCIワールド・インデックス（円換算ベース）は5.09％下落しました。為替市場では、円が米ドルに対して
2013年12月末の1米ドル＝105.39円から2014年1月末は1米ドル＝102.86円となり、2円53銭の円高・米ドル安となりました。
ユーロについては、2013年12月末の1ユーロ＝145.05円から2014年1月末は1ユーロ＝139.44円となり、5円61銭の円高・
ユーロ安となりました。

　当月の世界株式市場は、下落基調となりました。中国製造業購買者担当者景気指数（PMI）速報値は49.6と、前月の50.5
から低下し、景況の改善・悪化の節目となる50を6ヵ月ぶりに下回りました。また、米国の量的緩和縮小開始を発端とする
1月23日のアルゼンチンの通貨切り下げは投資家心理を悪化させ、新興国通貨は全体的に下落基調となりました。当月
は、全てのセクターが軟調でした。ヘルスケアセクター、公益セクターは小幅な上昇に留まった一方で、エネルギーセク
ター、一般消費財サービスセクター、生活必需品セクター、電気通信サービスセクターのパフォーマンスは軟調でした。

　当月の世界株式マザーファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを若干下回りました。電気通信サービスセクターのテ
レコム・イタリア、情報技術セクターのヒューレット・パッカード、マイクロソフトはパフォーマンスにプラスに寄与した一方で、
一般消費財・サービスセクターのステープルズ、ゼネラル・モーターズ、ディッシュ・ネットワーク、生活必需品セクターのメト
ロ、金融セクターのSLMコーポレーションはパフォーマンスにマイナスに寄与した結果、銘柄選択全般では、パフォーマンス
にマイナス寄与となりました。
　
　当月はポルトガル電力公社を購入し、ガス・ナトゥラルSDGを売却しました。ポルトガル電力公社は、ポルトガルとスペイ
ンで発電、送電、配電およびガスの供給を手掛けています。ガス・ナトゥラルSDGは、スペインと中南米で天然ガスを供給
し、ガス貯蓄設備の運営、光ファイバー通信網の保有と運営、エネルギー管理用製品、一般家庭向けガス用機器の販売、
ガス暖房システムの設置を手掛けています。

　世界の株式市場は、過去2年間上昇基調にあり、調整局面が入るのは健全であると考えます。直近の株価の下落で調
整が完了したとは言えませんが、株価収益率の長期的な平均水準との比較や各国中央銀行の株高容認スタンスをみる
と、株式市場が回復する可能性は高いとみています。スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社では、予想配当利
回りが市場平均以上、もしくは増配の可能性のある銘柄を選好しています。



【投資リスク】投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

　当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これ
らの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変
動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様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、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金
とは異なります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。

《主な基準価額の変動要因》

1.価格変動リスク（株価変動リスク）
当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の
業績や国内外の政治･経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった
場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式
の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

2.為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通
貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。
為替レートは、各国の経済･金利動向、金融･資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。

3.カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨規
制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。

4.信用リスク
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに対する外部評価
の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。

5.その他の留意点
●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。
●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止
   することやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクが
   あります。
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ファンド名
商品分類
当初設定日
信託期間
決算日

購入・換金
申込不可日
申込締切時間
購入・換金単位
収益分配

購入価額
換金価額

換金代金
課税関係

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

【直接的にご負担いただく費用】（消費税率が5％の場合）

購入時手数料

信託財産留保額

【信託財産で間接的にご負担いただく費用】（消費税率が5％の場合）

運用管理費用
（信託報酬）

その他費用・手数料

なお、お客さまにご負担いただく費用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。

【お申込みメモ】投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

新生・世界株式ファンド（複利効果重視型)　/　（分配重視型）
追加型投信/内外/資産複合
2008年4月30日（水）
無期限とします。
新生・世界株式ファンド（複利効果重視型) ：毎年12月20日
新生・世界株式ファンド（分配重視型）：毎年3/6/9/12月の20日
＊当該日が休業日の場合は翌営業日
販売会社の営業日であっても、下記に該当する場合は、購入および換金のお申込みはできません。
●チューリッヒの銀行休業日
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。
販売会社が定める単位とします。
決算時に、原則として収益の分配を行います。
※分配金を受け取る「一般コース」と自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。なお、ど
ちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に、0.2％の率を乗じて得た
額）を控除した価額とします。
原則として換金申込受付日から起算して、5営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
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の適用対象です。（2014年1月1日以降）
益金不参入制度、配当控除の適用はありません。

購入価額に3.15％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額をご換金時にご負担いただきます。

純資産総額に対して年率1.848％（税抜1.76％）

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、財務諸表監査に関する費用等の諸費用、信託事
務の処理に要する諸費用、外貨建て資産の保有費用等が当ファンドから支払われます。
※「その他費用・手数料」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。
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（2014年2月17日現在）

関東財務局長（金商）第44号

株式会社新生銀行

一般社団法
人金融先物

取引業
協会

一般社団法
人第二種金
融商品取引

業協会

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 ○ ○

関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

金融商品取引業者名（五十音順） 登録番号
日本証券業

協会

一般社団法
人日本投資

顧問業
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 ○ ○

登録金融機関

【委託会社、その他関係法人】

委託会社

受託会社
販売会社
投資顧問会社
（マザーファンド）

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）
03-6880-6448（受付時間：営業日の9時～17時）
ホームページアドレス：http://www.shinsei-investment.com/
登録番号    金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第340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（協会会員番号　第011-01067号）
三井住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等）
下記参照（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）
スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント・エルティディ
（世界株式マザーファンドにおける世界株式等の運用の指図に係る権限を委託）
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