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ご参考資料 2019年11月27日

基準価額の推移

期間：2019年5月23日（設定日）～2019年11月26日、日次
基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再
投資したものとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのもの
です。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

原則、5月および11月の26日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。分配金額は、分配対象額の

範囲内で、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。

分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわな

い場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配の方針

2019年11月26日決算の分配金について

デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）2019-05（限定追加型）

上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

2019年11月26日現在

基準価額 10,105円

基準価額（分配金再投資） 10,145円

ポートフォリオ特性値

2019年10月31日現在

分配金（1万口当たり、課税前）

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2019年5月23日に設定しました「デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）2019-05（限定追加

型）＜愛称：デニッシュプラス19-05＞」の2019年11月26日決算の分配金についてご案内いたします。

デンマークカバード債と欧州ハイブリッド証券市場の動向と今後の見通しにつきましては、次ページをご覧ください。

・上記のポートフォリオ特性値は、組入債券の各特性値（直利、最終
利回り、デュレーション）を、その組入比率で加重平均したもの（現地
通貨建）です。
・平均最終利回りは、債券の購入日から償還日まで所有したときに入っ
てくる受取利息と償還差損益の合計額が、投資元本に対して1年当た
りに換算して何％の利回りになるかを示す指標です。デンマークカバード
債は期限前償還により表記の利回りが実現しない場合があります。
・デュレーションは、金利がある一定の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。デンマークカバード債については、
Nordea Analyticsから算出した期限前償還のオプション価値考慮後
デュレーションを使用しています。また、ハイブリッド証券については初回
コール日を償還日とした場合のデュレーションを使用しています。
・為替ヘッジコスト・プレミアムは、作成基準日現在の日本円と各外貨の
短期金利差をヘッジ比率により加重平均し、年率換算した理論上の数
値であり、実際のヘッジコスト・プレミアムとは異なります。ヘッジコストの場
合はマイナス、ヘッジプレミアムの場合はプラス表記になります。

平均直利 1.7%
平均最終利回り 1.3%
平均デュレーション 5.6年

（ご参考）為替ヘッジコスト・プレミアム（年率） 0.3%

（年/月）
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上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。
ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

欧州ハイブリッド証券のスプレッド推移

ICE BofAML Euro Non-Financial Subordinated Indexの対国債
OASスプレッド
期間：2019年5月23日～2019年11月22日、日次
出所：ICE Data Indicesのデータを基に野村アセットマネジメント作成

これまでの市場環境

設定来のデンマークカバード債市場は小幅下落

しました。2019年8月後半にかけて、ECB（欧州

中央銀行）による金融緩和期待や欧州の景気

減速、英国のEU（欧州連合）離脱に伴う政治

的不透明感などから金利は低下（価格は上

昇）したものの、その後、米中通商協議の進展に

向けた期待や、ECBの金融緩和を受け、追加の

緩和余地が乏しいとの見方から金利が上昇（価

格は下落）に転じた影響を受けました。

一方、欧州ハイブリッド証券市場は上昇しました。

先進国の中央銀行の金融緩和姿勢や米中通商

協議の再開などによる政治的不透明感の後退が

追い風となりました。

今後の見通し

ECBの金融緩和期待が2019年9月以降に一

服したことで国債利回りは反転し上昇基調にあり

ます。しかし、米中貿易摩擦の長期化などから、ド

イツをはじめとする輸出依存度の高い国では引き

続き景気の低迷が続いています。景気減速による

金利の低下圧力はデンマークカバード債市場の下

支え要因となることが見込まれます。

こうした景気減速下でも、主要国の労働市場が

総じて底堅く推移していることに加え、主要国の中

央銀行は緩和的な金融政策を維持・強化する可

能性が高く、景気の底割れは見込みにくい環境に

あります。こうした中、欧州ハイブリッド証券市場は、

対国債の上乗せ金利（スプレッド）を引き続き安

定して享受できる環境が続くことが見込まれます。

当ファンドでは、高い安全性を持つデンマークカ

バード債と、より高い利回りが追求できる欧州ハイ

ブリッド証券を組み合わせて投資することで、分散

効果による安定的なリターンの獲得を引き続き目

指してまいります。

デンマークカバード債と欧州ハイブリッド証券市場の動向と今後の見通し

各市場のパフォーマンス（円ヘッジ後）

2019年5月23日を100として指数化
使用した指数については4ページをご参照ください。
期間：2019年5月23日～2019年11月22日、日次
出所：ICE Data Indices、Nordea Analyticsのデータを基に野村アセットマ
ネジメント作成

ドイツとデンマークの5年国債利回りの推移

5年国債：ブルームバーグジェネリック
期間：2019年5月23日～2019年11月22日、日次
出所：ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成
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ファンドの特色

投資リスク

ファンドは、デンマークカバード債、ハイブリッド証券および債券等を実質的な投資対象としますので、
市場金利や発行体の信用度の変動によるデンマークカバード債、ハイブリッド証券および債券の価格
下落等により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変
動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金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
が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
※ファンドの基準価額の変動要因には、このほかにも、デンマークカバード債の期限前償還リスク、ハ
イブリッド証券の流動性リスク、ハイブリッド証券の繰上償還に関するリスクなどがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

当ファンドの投資リスク ファンドのリスクは下記に限定されません。
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◆お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は ◆設定・運用は

【分配金に関する留意点】

ファンドは、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）を超えて分配を行なう場合がありま
す。したがって、ファンドの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。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額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。
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、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基
準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算
日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

年2回の毎決算時(原則、5月および11月の26日(休業
日の場合は翌営業日))に、分配の方針に基づき分配しま
す。

●信託期間

●決算日および収益分配

●ご換金価額

●ご換金代金

●ご換金制限

●お申込不可日

2024年5月27日まで（2019年5月23日設定）

ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保
額を差し引いた価額

原則、ご換金申込日から起算して5営業日目から、販売
会社でお支払いします。

大口換金には制限を設ける場合があります。

販売会社の営業日であっても、お申込日当日が、以下の
いずれかの休業日に該当する場合には、原則、ご購入、
ご換金の各お申込みができません。
・ロンドンの銀行 ・コペンハーゲンの銀行

●ご購入時手数料

ご購入価額に1.65%(税抜1.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額

純資産総額に年1.012%(税抜年0.92%)の率を乗じて得た額

●運用管理費用（信託報酬） ファンドの保有期間中に、期間に応じてかかります。

● その他の費用・手数料 ファンドの保有期間中に、その都度かかります。
（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。）

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・外貨建資産の保管等に要する費用
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税 等

● 信託財産留保額（ご換金時）

1万口につき基準価額に0.2％の率を乗じて得た額

上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

ご
購
入
時

ご
換
金
時

そ
の
他

課税関係

個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償
還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、少額投資非課税制度など
を利用した場合には課税されません。なお、税法が改正された場合などに
は、内容が変更に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。

※お申込みの際には投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

お申込みメモ 当ファンドに係る費用 （2019年11月現在）

●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額

●ご購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。

●ご購入単位 ご購入単位は、販売会社によって異なります。詳しくは販売
会社にお問い合わせください。

当資料で使用した市場指数について
デンマークカバード債（円ヘッジ後）：Nordea DK Mtg Callable Indexを基に野村アセットマネジメントが独自に算出
欧州ハイブリッド証券（円ヘッジ後）：ICE BofAML Euro Non-Financial Subordinated Indexを基に野村アセットマネジメントが独自に算出
●「ICE BofAML Euro Non-Financial Subordinated Index SM/®」は、ICE Data Indices, LLCまたはその関連会社（「ICEデータ」）の登録商
標です。当ファンドは、ICEデータによって支持・推奨・販売・販売促進されるものではなく、また、ICEデータは当ファンドに関して一切の責任を負いません。
●当ファンドは、NORDEA BANK ABP（以下、NORDEAといいます。）と指数算出に関わるいかなる組織・個人（以下、インデックスパーティーといいます。）
によって支持・推奨・販売・販売促進されるものではありません。また、インデックスパーティーは、当ファンドに関して一切の責任を負いません。NORDEAの指数に
関するすべての権利はNORDEAが有しています。インデックスパーティーは、NORDEAの指数の独自性、正確性及び完全性を保証しません。インデックスパー
ティーは、指数に関する直接・間接・その他の損害（逸失利益を含む）に関して一切の責任を負いません。
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【当資料について】

当資料は、ファンドに関する参考情報の提供を目的として野村アセットマネジメントが作成したものです。

当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

当資料中の記載事項は、全て当資料作成時以前のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。

当資料中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

【お申込みに際してのご留意事項】

ファンドは、元金が保証されているものではありません。

ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。

投資信託は預金保険の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されま
せん。

お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判
断ください。


