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当資料は新光投信が作成した販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。信頼できると考えられるデータなどに基づき作成しています
が、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。当資料中の今後の見通しや運用方針に関する部分などは、作成日現在の情報に基
づくものであり、今後の投資環境などの変化により変更される場合があります。                                                                        

Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 
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世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド  -1.0% -15.4% 70.0% 

Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Yield 
Index（参考指標） -2.4% -15.8% 66.4% 

（参考）参考指標に対するマザーファンドの超過リターン 1.4% 0.5% 3.6% 

2016年2月 

2015年の振り返り 

 平素は、「ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）/（成長型）」（以下、「各ファンド」といいま
す。）をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。 
 2015年から2016年初にかけて、原油などのコモディティ価格の下落、中国経済の減速懸念、米国の利上げ
による世界経済への影響など、様々な不安要素が金融市場を取り巻く状況が続いています。 
 当レポートは、上記期間において各ファンドが下落した背景、エネルギーセクターなどの市場動向に対するAMP
キャピタルの見解、今後の運用見通しなどをまとめたものです。皆さまの今後の投資判断にご活用いただければ幸
いです。 

cn17074 

2015年12月末基準 

マザーファンドの組入上位セクター別比率（2015年12月末現在） 

パフォーマンス比較（円ベース） 

 原油価格下落の影響を相対的に受けやすいエネルギー関連セクターに対しては保守的なポジションをとり、プラ
スの寄与が期待される通信セクターに対しては、投資比率を徐々に高める戦略をとりましたが、年間パフォーマンス
は厳しい結果となりました。  
 各ファンドが投資している世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）
の2015年の年間騰落率はマイナス15.4% となりました。 
 
  
 

※  当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
※ 上記は過去の実績を示したものであり、将来の動向や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。 

出所：S&Pダウ・ジョーンズ社、ブルームバーグのデータを基に新光投信作成 
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2012年12月末を100として指数化

パフォーマンス推移（2012年末～2015年末、日次） 

（年/月） 

※マザーファンドのセクター別組入比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率。 
   2015年12月末現在、マザーファンドでのMLPの組入れはありません。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

※ 上記は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や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。 
※ 今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 

各ファンドの基準価額の推移 
期間：2012年7月31日（設定日）～2016年2月5日（日次） 

【成長型】 

【毎月決算型】 

※ 基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。 
※ 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。 
※ 運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記は過去の実績であり、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。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

※ 上記は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や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。 
※ 今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
 

当面の運用戦略は、守りを重視しつつ、成長性も追求 

  AMPキャピタルは、引き続き欧州への投資比率を対参考指標（Dow Jones Brookfield Global 
Infrastructure Composite Yield Index）でオーバー・ウェイトとする予定です。特にECB（欧州中央銀
行）の金融緩和策継続による景気へのプラス面、また欧州地域における経済統計の回復基調などがその要因で
す。また、域内の国々は、インフラ投資による経済の活性化を引き続き重要視しており、投資対象としている欧州
のインフラ企業はこの恩恵を受けると考えています。 
 欧州および北米の通信セクターについては、2016年も成長が期待できると考えており、対参考指標ベースでは
最もオーバー・ウェイトとしています。この数年継続しているモバイルデータ通信量の飛躍的な伸びは、今後さらに加
速していくと考えています。域内の通信鉄塔ビジネスを運営・管理している企業の統合（M&A）も予想され、個
別企業のバリュエーションにもプラスに働くと見ています。  
 北米の石油・ガス貯蔵・配送セクターは変動が激しいコモディティ価格の下落の影響を受けて、個々の企業の業
績や資金調達力に対する懸念が台頭し、業績と関係なく株価が下落する傾向が続いています。このような状況は、
当運用戦略にとって質の高い銘柄への入替を行う良い機会となりましたが、セクター全体については、取り巻く環境
の不透明感などもあり、対参考指標ではややアンダー・ウェイトとしています。  
 送配電設備セクターについては、非常に強気に見ています。再生可能エネルギー、蓄電池、電気自動車などの
新たな技術開発に対する投資額が過去最高となっています。これらへの投資は、結果的に送配電設備の需要を
高めることにつながると考えられます。しかしながら、これらのセクターの株価バリュエーションは現時点でやや割高と
考えられるため、参考指標に対してアンダー・ウェイトとしています。 
 有料道路、空港セクターについても参考指標対比でアンダー・ウェイトとしています。当セクターは、自国の経済動
向も影響してくるため、投資対象銘柄を限定的に選んでいます。 
 当ファンドの今後の運用戦略としては、当面守りを重視しつつ、成長性も取りに行く、「ディフェンシブ・グロース」戦
略を維持します。この戦略は、長期のファンダメンタルズを重視して、持続的な成長機会を捉えつつ、短期的な市
場のノイズを排除しようとするものです。市場動向に応じて、質の高いインフラ企業への新たな投資を行ったり、市
場で業績と関係ない要因で売られすぎている銘柄への追加投資を行ったりすることにより、この不透明な環境下で
ポートフォリオ全体のリスク調整後のリターンを高めていくことを目指します。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

※ 上記は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や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。 
※ 今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 

個別銘柄 セクター 投資理由 最近の当社を取り巻く状況 
年間  
寄与率 

Aena SA 空港 

世界最大の空港運営会社。スペインで46空港を運
営。その他にも世界で幾つかの空港へも出資。スペイ
ンへの観光客増加に伴い、空港施設内の新たな小売
テナントとの契約の締結や、空港運営の効率化が今
後進むにつれて配当も高まる可能性があると判断。 

2015年2月にスペイン政府により民営化。運営している
空港の事業が特に堅調だったことから株価も上昇。経済
回復の途中にある環境下、スペインへの観光客の増加も
当社のキャッシュフロー成長に寄与すると見られる。今後
は資産の買収などの可能性も考えられる。 

0.98% 

Infrastrutture 
Wireless 
Italiane 

通信 

ラジオ通信に注力しているイタリア最大の通信鉄塔事
業会社。魅力的なバリュエーションや健全・堅固なバラ
ンスシートを有し、今後のイタリア国内での事業拡大の
可能性に注目。 

2015年6月にテレコム・イタリアが所有していた持分の
40%を売却することで新規上場。当社の堅調な株価に
は、効率的な運営環境、所有・運営・管理をしている資
産ベースの戦略的意義、そしてイタリアの通信鉄塔事業
の業界再編などが寄与していると考えられる。    

0.69% 

RAI Way 
SpA 

通信 

イタリアでのテレビ通信を担う最大の企業で、人口の約
99%にサービス提供。今後イタリア国内でのネットワー
クサービスの拡大による恩恵を受ける可能性が高いと
予想。 

2014年の第4四半期の成功裏に終わったIPO後、競合
他社のEI Towerから2015年2月に買収提案を受けて、
当社の株価はさらに堅調に推移。また、既存事業の効率
化による利益率向上計画がさらに株価にプラスに寄与し
たと見られる。    

0.62% 

Crown 
Castle 
International  

通信 
米国の携帯通信事業を行う企業。今後のデータ通信
の拡大に伴い恩恵を受けると予想。 

ディフェンシブ性を有する事業に対する市場の評価が、結
果的に株価好調となった要因と見られる。  0.53% 

NiSource Inc 
石油・ガス
貯蔵・配送 

米国の7州で天然ガスおよび電力の供給を行う。
2015年夏にガスの貯蔵設備の事業をスピンオフ。今
後は現状の事業に対する設備投資強化の恩恵を受
けると予想。 

株価は特に2015年後半は堅調に推移。運営している
企業のディフェンシブ性が評価されたと考えられる。 

0.38% 

個別銘柄レベルでは石油・ガス貯蔵・配送セクター関連銘柄がマイナスに寄与 

 個別銘柄レベルでみると、2015年の年間寄与度で、Aena SA、Infrastrutture Wireless Italiane、 
RAI Way SpA、 Crown Castle International、NiSource Incがプラス寄与の上位5銘柄でした。その一
方で、マイナス寄与となった銘柄は、Kinder Morgan Inc、 Targa Resources Corp、 Veresen Inc、 
Enbridge Inc、Williams Cos Incでした。これらの5銘柄は全て石油・ガス貯蔵・配送セクターに属しており、
セクター全般と同様に、原油を中心とするコモディティ価格の下落や不透明な市場環境、資金調達力に対する
懸念などの影響を受ける形となりました。 

 プラス寄与上位5銘柄とマイナス寄与上位5銘柄に対するAMPキャピタルの運用チームの投資理由およびそれ
ぞれの銘柄を取り巻く最近の状況は次のとおりです。 

プラス寄与上位5銘柄（2015年） 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
※ 特定の銘柄の推奨を目的としたものではありません。また、将来の値動きなどを示唆するものではありません。 
 

（注）年間寄与率は、マザーファンドの2015年の年間パフォーマンスに対する寄与率。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

※ 上記は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や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。 
※ 今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 

マイナス寄与上位5銘柄（2015年） 

個別銘柄 セクター 投資理由 最近の当社を取り巻く環境 
年間   
寄与率 

Kinder 
Morgan Inc  

石油・ガス貯蔵・
配送 

 

米国最大規模のエネルギーの川中事業を行う企業。事
業は天然ガスの貯蔵および輸送、原油を輸送するパイプ
ラインと貯蔵事業などに分散。継続保有している主な理
由として、様々な景気サイクルを経験していることに加え、
質の高い経営陣がいることがあげられる。また、持続的か
つ安定的なキャッシュフローを実現する可能性が高いと判
断しており、投資家へ魅力的なリスク調整後のリターンを
提供することが期待されるため。 

2015 年 11 月 に 当 社 の 子 会 社 の Natural Gas 
Pipeline of America に対する投資比率を現行の
20%から50%に引き上げることを発表。米国大手格付
会社がその動きに対して、見通しを安定的からネガティ
ブに引き下げ。 

12月初旬に2016年の業績ガイダンスを発表。水準的
にはＡＭＰキャピタルの予想の範囲内。発表の中で創
出されるキャッシュフローを活用し、資金調達の原資と
する可能性を示唆。つまり、キャッシュフローのほぼすべ
てを配当として出しているキンダ―・モルガン社が配当を
削減することを示唆。買収に伴う負債比率の上昇が格
付会社から悪材料と見られていたため、投資適格の格
付けを維持するための処置とみられる。  

今年の1月20日に決算発表。12月のガイダンスで示
唆していた配当の削減を実施したものの、市場で新た
な資金調達を行わずに将来のプロジェクト投資をまかな
う原資を約33億米ドル準備していることも発表。 

-3.83% 

Targa 
Resources 
Corp 

石油・ガス貯蔵・
配送 

米国のエネルギーセクターの川中事業を行う企業。特に
液化天然ガスの輸出に強み。継続保有している大きな
理由は、時価総額はそれほど大きくないものの、競合他
社比で高い成長性を有し、今後3～5年の間に投資家に
とって非常に魅力的なリスク調整後リターンを提供すること
が期待されるため。 

MLP企業のTarga Resources Partnersとの合併を
発表。 

-2.73% 

Veresen 
Inc 

石油・ガス貯蔵・
配送 

北米にエネルギーインフラ資産を所有・運営・管理してい
る企業。主要事業はパイプラインを使った輸送業務。その
他に液化天然ガス事業なども保有。継続保有している
大きな要因としては、当社が有している事業内容と現在
進行中のプロジェクトのアップサイドが期待されるため。また、
現在当局の輸出認可を待っているジョーダン・コーブの液
化天然ガス輸出施設の使用権所有も一因。 

株価はジョーダン・コーブ施設の輸出認可が2016年に
延期されたことから軟調。 

-2.52% 

Enbridge 
Inc 

石油・ガス貯蔵・
配送 

米国のエネルギーの川中事業を行う会社。北米最大規
模の原油輸送用パイプラインを所有・運営・管理。当局
の規制が強い環境下で運営していることもあり、長期契
約に基づくキャッシュフローによる安定的な収益が期待さ
れる。 

株価はコモディティ価格の下落や資金調達力の懸念な
どから軟調。 

-1.84% 

Williams 
Cos Inc 

石油・ガス貯蔵・
配送 

米国のエネルギーの川中事業を行う企業。非常に安定
的なキャッシュフローを実現、米国の天然ガスの輸送にお
いて市場トップ。継続保有している主な理由としては、市
場シェアが1位で安定的なキャッシュフローを実現してきた
ことを加味。  

2015年10月にEnergy Transfer Equityとの統合を
完了しており、上場インフラ株式市場ではリーダー的な
位置づけ。株価はコモディティ価格の下落や資金調達
力の懸念などから低迷。 

-1.81% 

（注）年間寄与率は、マザーファンドの2015年の年間パフォーマンスに対する寄与率。 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
※ 特定の銘柄の推奨を目的としたものではありません。また、将来の値動きなどを示唆するものではありません。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

※ 上記は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や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。 
※ 今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 

 北米のシェールオイル生産には、「フラッキング
（水圧破砕）技術」が採用されており、生産の
効率化も進展していると見られます。 しかしながら、
原油価格の下落を受けて、米国の生産量は一
時に比べて減少傾向にあります。また、油田の掘
削設備の稼働率を示すリグ稼動数も2015年に
60％強減少しました。 
 このような動きは今後も継続することが予想され、
損益分岐点も改善傾向にあると見られることから、
原油価格が現在の1バレル30米ドル水準から反
転した際に、北米の原油・ガス貯蔵・配送セクター
は恩恵を受ける確率が高くなると予想されます。 
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需給ギャップ（＝原油生産-原油消費）（右軸） 

原油生産（左軸） 

原油消費（左軸） 

 
※原油以外の液体燃料も一部含んでいます。 期間：2011年第1四半期～2017年第4四半期 
出所：EIA「Short-term Energy Outlook, January 2016」を基に新光投信作成 

（百万バレル／日） （百万バレル／日） 

2016年第1四半期以降は 
予測値 

期間：2015年1月2日～2015年12月25日（週次） 
出所：Baker Hughes、EIAのデータを基に新光投信作成 

米国の原油生産量とリグ稼動数の推移 
（百万バレル／日） （基） 
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注目を集める原油生産動向 

  2015年は世界各国で原油増産が進み、原油供給過剰分は日量190万バレル程度に達しました。      
サウジアラビアに代表されるOPEC（石油輸出国機構）加盟国が、歴史的に高い水準で原油を増産し続け、加
えて中国が経済成長の水準を7%以下に見直したことなどが、原油を含むコモディティ価格の下落に拍車をかけま
した。また、かつてはOPEC加盟国の中でも2番目の産油量だったイランが、経済制裁の解除を受け原油の輸出
が解禁になったことで、早期に日量50万バレルを市場に供給したい旨を公表したことも原油市場の重しとなってい
ます。 EIA（米国エネルギー情報局）は、2016年末にかけて需給ギャップの調整が進むものの、しばらく時間を
要するとの見通しを示しています。  

北米の動向 

※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

※ 上記は過去の実績あるいは過去の時点における予測を示したものであり、将来の動向や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。 
※ 今後の見通し・運用方針などは、投資環境・市況の変化などにより変更される場合があります。 

 現在、世界の原油市場を取り巻く環境は刻々と変化しており、原油価格は「長期にわたり、低価格が継続す
る」というような懸念も出ています。産油国による増産の傾向、また原油の在庫水準が引き続き高いことから、原
油価格に対するセンチメントがネガティブに傾いています。市場は原油価格の短期的な動きに影響され上昇・下
落を繰り返していますが、AMPキャピタルは原油価格の回復に細心の注意をはらってモニタリングしており、2016
年後半から2017年前半にかけて需給ギャップの解消などにより、原油価格が回復していくと予想しています。 
 世界の金利環境については、AMPキャピタルでは引き続き「長期的に低位で推移する」と見ています。米国の
FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げが昨年末に実施されましたが、FRBも世界経済の動向を注視しつ
つ、緩やかに利上げを行うと見ています。また、過去10年間超、安定的な配当利回りを提供してきたグローバル
上場インフラ株式をはじめとする実物資産への投資家の需要は、2016年も継続すると考えています。 

今後の見通し 

まとめ 

  冒頭で述べましたように、世界の投資家センチメントは金融市場の不透明感に対してかなり懸念を有していま
す。結果として、この懸念が金融市場で見られる変動率の高さに結びついています。この不透明な状況が晴れる
まで、投資家は資金を再び金融市場に投資することに関して慎重に動くと見ています。 
 グローバル上場インフラ株式は、セクター別にインパクトは異なるものの、この不透明感の影響を強く受けています。
これを受けてAMPキャピタルは個別銘柄分析の中でも、特に業績などに影響が見られる、つまりファンダメンタルズ
が悪化していると判断した企業はポートフォリオから除外しています。言いかえると、業績懸念などがないにも関わら
ず、外部要因による影響だけで過度に売られている企業の株価は、市場が業績の本質を理解して、その企業が
有しているキャッシュフロー成長の本質的価値の理解が高まると、反転の確率が高くなると考えています。今後も
個々の企業の決算発表とAMPキャピタルの分析した予想とのかい離などに注視しながら、より質の高い銘柄で安
定的かつ持続的な配当利回りを提供しつつ、成長性を有する銘柄に厳選投資していきます。 

 同じく原油価格の下落は、OPEC加盟国にとっ
ても痛みを伴う状況となっています。IMFの2015
年予想では原油価格の損益分岐点は一番低い
クウェートで平均47米ドル、最も高いリビアで平均
215米ドルとなっています。原油価格が大幅に下
落した結果、中東諸国は外貨準備高を取り崩し
て国家予算の均衡を図っています。また、国家ファ
ンド（ソブリン・ウェルス・ファンド）もこの状況から
大きな影響を受けています。 
 今後は、OPEC加盟国を含めた国際的な原油
産出量の減産調整の可能性が注目されます。 

＊財政が均衡する原油価格 
出所：IMF（国際通貨基金）のデータを基に新光投信作成 
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※ 当ページの記載は、AMPキャピタルからの情報を基に作成しています。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

ファンドの特色 

 
1. 主として世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力など

に着目します。  
     ◆各ファンドにおける「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、 
        運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指します。 
     ◆ 「株式など」とは上場株式、預託証券、ＭＬＰなどの株式に類似する権利、上場投資信託証券を指します。 
     ◆株式などには、「世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド」（以下「マザーファンド」という場合があります。）を 
        通じて投資します。 
         ※マザーファンドと同様の運用方針に基づき、株式などに直接投資する場合があります。 

     ◆各ファンドおよびマザーファンドにおいて、原則として為替ヘッジは行いません。 
 
各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用を行わ
ないことがあります。 
 
 
2.  マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。 
 
 
3.  分配方針の異なる〈毎月決算型〉／〈成長型〉から選択できます。 
     ◆ 〈毎月決算型〉は、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、利子・配当等収益相当額を 
         基礎として分配を行います。また、毎年1月および7月の決算時の分配金額は、基準価額水準などを勘案し、上記 
         分配相当額のほか、分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。 
     ◆ 〈成長型〉は、毎年1月15日および7月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、基準価額 
          水準や市況動向などを勘案して分配を行います。 
     ＊運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 
         したがって、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。  
     ※  販売会社によってはどちらか一方のみのお取り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。 
     ※  〈毎月決算型〉／〈成長型〉の各ファンド間においてスイッチングができる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

ファンドの主なリスク  

 
 

各ファンドは、値動きのある有価証券などに実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に
実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。 
これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保
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。なお、投資
信託は預貯金とは異なります。 

株価変動リスク 
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状況の変
化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響を受
け、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

為替変動リスク 

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨
ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円
換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 
また、新興国通貨建証券の場合、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、
希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に
流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可
能性があります。 

特定の業種･ 
有価証券の種類 
への投資リスク 

各ファンドで実質的に投資する株式などの銘柄は、限定されたインフラ関連の業種が中心となりま
す。したがって、幅広い銘柄に分散投資を行うファンドと比較して基準価額の変動が大きくなる可能
性があります。また、株式などの中には、上場普通株に加えて、預託証券、株式に類似する権利、上
場投資信託証券が含まれます。普通株に類似した性格を持つ証券ではあるものの、それぞれの市場に
おいて普通株とは異なる取引上や税制上の取り扱いを受ける場合があり、結果的に基準価額に影響を
及ぼす可能性があります。 

カントリーリスク 

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価
値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可能性
があります。 
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であ
り、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性がありま
す。 

信用リスク 

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大き
く減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付けの引き
下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これらの影響を受け、各フ
ァンドの基準価額が下落する可能性があります。 

金利変動リスク 
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債の
価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

※基準価額の変動要因(投資リスク)は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご
確認ください。 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

 

お申込みメモ 
 

商品分類 追加型投信／内外／株式 

購入単位 

（当初元本１口＝１円） 
購入単位は販売会社またはお申込コースにより異なります。 
お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２コースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか一方の
みの取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせください。 

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（各ファンドの基準価額は１万口当たりで表示） 
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 
換金単位 販売会社が定める単位 
換金価額 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を差し引いた価額 
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。 

申込締切時間 
原則として営業日の午後３時までとし、当該締切時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。 
※申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。 

換金制限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。 

スイッチング 

販売会社・委託会社の休業日および購入・換金申込不可日を除き、いつでもお申し込みできます。 
・スイッチング価額：購入価額／換金価額と同じ   
・（毎月決算型）／（成長型）の各ファンド間においてスイッチングができます。 
※スイッチングのお取り扱いの有無などは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。 

購入･換金 
申込不可日 

以下に定める日には、購入・換金・スイッチングのお申し込みの受付を行いません。 
・オーストラリア証券取引所の休業日  ・シドニーの銀行休業日 
・ニューヨーク証券取引所の休業日   ・ニューヨークの銀行の休業日 

購入･換金申込受付 
の中止及び取消し 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金・
スイッチングのお申し込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金・スイッチングのお申し込みを取り消す場合があり
ます。 

信託期間 ２０２２年７月１５日まで（２０１２年７月３１日設定） 
繰上償還 各ファンドの受益権の総口数が１０億口を下回ることとなった場合などには、繰上償還することがあります。 

決算日 
（毎月決算型）：毎月１５日（休業日の場合は翌営業日） 
（成長型）：毎年１月、７月の各月１５日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 

（毎月決算型）：年１２回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 
（成長型）：年２回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 
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があります。 
※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 

課税関係 
収益分配時の普通分配金ならびに換金時・スイッチング時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税され
ます。各ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。 
※税法が改正された場合などには、課税上の取り扱いが変更になる場合があります。 

 

ファンドの費用 
 

お客さまが直接的に負担する費用 

購入時 購入時手数料 
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、３.２４％（税抜３.０％）を上限として、販売会社がそれぞれ独自に定める手
数料率を乗じて得た額となります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせください。 

換金時 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し０.３％を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。 

スイッチング時 
スイッチング 
手数料 

購入時手数料の上限率の範囲内で、販売会社がそれぞれ独自に定めるスイッチング手数料率をスイッチング価額に乗じ
て得た額となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
※スイッチングの際には、別途換金時と同様の費用、税金がかかります。 

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用 

保有期間中 

運用管理費用 
(信託報酬) 

日々のファンドの純資産総額に年率１.８１４４％（税抜１.６８％）を乗じて得た額とします。 

その他の費用･ 
手数料 

監査法人に支払うファンドの監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などを、
その都度（監査報酬は日々）、投資信託財産が負担します。 
※「その他の費用・手数料」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなど
があるため、当該費用および合計額などを表示することができません。 

◎手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。 
◎詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）、運用報告書などでご確認いただけます。 

 

委託会社、その他の関係法人 
 

■委 託 会 社： 新光投信株式会社   金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第３３９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 
ファンドの運用の指図などを行います。 

■受 託 会 社： みずほ信託銀行株式会社   ファンドの財産の保管および管理などを行います。 
■販 売 会 社： 募集・販売の取り扱い、投資信託説明書(目論見書)などの書面の交付、換金申込の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分

配金・換金代金・償還金の支払いなどを行います。 
  
マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。 

 

 
新光投信株式会社  ヘルプデスク  フリーダイヤル ０１２０ - １０４ - ６９４（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。） 

インターネット  ホームページ  http://www.shinkotoushin.co.jp/ 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

 

販  売  会  社  一  覧 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

アーク証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１号 

日本証券業協会 

藍澤證券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第６号 

日本証券業協会 
一般社団法人日本投資顧問業協会 

あかつき証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第６７号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

いよぎん証券株式会社 
金融商品取引業者 
四国財務局長(金商)第２１号 

日本証券業協会 

岩井コスモ証券株式会社 
金融商品取引業者 
近畿財務局長(金商)第１５号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

永和証券株式会社 
金融商品取引業者 
近畿財務局長(金商)第５号 

日本証券業協会 

株式会社ＳＢＩ証券 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第４４号 

日本証券業協会、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 

カブドットコム証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第６１号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

木村証券株式会社 
金融商品取引業者 
東海財務局長(金商)第６号 

日本証券業協会 

極東証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第６５号 

日本証券業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

上光証券株式会社 
金融商品取引業者 
北海道財務局長(金商)第１号 

日本証券業協会 

常陽証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１７７１号 

日本証券業協会 

株式会社しん証券さかもと 
金融商品取引業者 
北陸財務局長(金商)第５号 

日本証券業協会 

大熊本証券株式会社 
金融商品取引業者 
九州財務局長(金商)第１号 

日本証券業協会 

第四証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１２８号 

日本証券業協会 

大山日ノ丸証券株式会社 
金融商品取引業者 
中国財務局長（金商）第５号 

日本証券業協会 

髙木証券株式会社 
金融商品取引業者 
近畿財務局長(金商)第２０号 

日本証券業協会 

立花証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１１０号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

東洋証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１２１号 

日本証券業協会 

日産証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１３１号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

百五証券株式会社 
金融商品取引業者 
東海財務局長(金商)第１３４号 

日本証券業協会 

ひろぎんウツミ屋証券株式会社 
金融商品取引業者 
中国財務局長(金商)第２０号 

日本証券業協会 

マネックス証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１６５号 

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

丸八証券株式会社 
金融商品取引業者 
東海財務局長(金商)第２０号 

日本証券業協会 

三津井証券株式会社 
金融商品取引業者 
北陸財務局長（金商）第１４号 

日本証券業協会 

水戸証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１８１号 

日本証券業協会 
一般社団法人日本投資顧問業協会 

ＵＢＳ証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第２６３３号 

日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 
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 

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 

日本証券業協会、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 

リテラ・クレア証券株式会社 
金融商品取引業者 
関東財務局長(金商)第１９９号 

日本証券業協会 

六和証券株式会社 
金融商品取引業者 
近畿財務局長(金商)第３７号 

日本証券業協会 

株式会社阿波銀行 
(成長型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
四国財務局長(登金)第１号 

日本証券業協会 

株式会社池田泉州銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第６号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
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Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

 

販  売  会  社  一  覧 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

株式会社沖縄海邦銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
沖縄総合事務局長(登金)第３号 

日本証券業協会 

株式会社鹿児島銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
九州財務局長(登金)第２号 

日本証券業協会 

岐阜信用金庫 
(成長型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３５号 

日本証券業協会 

株式会社紀陽銀行 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会 

株式会社京都銀行 
登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第１０号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社高知銀行 
登録金融機関 
四国財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会 

株式会社佐賀共栄銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第１０号 

日本証券業協会 

株式会社清水銀行 
登録金融機関 
東海財務局長(登金)第６号 

日本証券業協会 

株式会社仙台銀行 
登録金融機関 
東北財務局長(登金)第１６号 

日本証券業協会 

株式会社第四銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第４７号 

日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 

株式会社大正銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第１９号 

日本証券業協会 

株式会社栃木銀行 
登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５７号 

日本証券業協会 

株式会社鳥取銀行 
登録金融機関 
中国財務局長(登金)第３号 

日本証券業協会 

株式会社東日本銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第５２号 

日本証券業協会 

株式会社福岡中央銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第１４号 

日本証券業協会 

株式会社福島銀行 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第１８号 

日本証券業協会 

株式会社福邦銀行 
登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第８号 

日本証券業協会 

青木信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１９９号 

 

朝日信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第１４３号 

日本証券業協会 

足利小山信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２１７号 

 

尼崎信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第３９号 

日本証券業協会 

大垣西濃信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第２９号 

 

大阪信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第４５号 

 

大牟田柳川信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
福岡財務支局長(登金)第２０号 

 

柏崎信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２４２号 

 

観音寺信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
四国財務局長(登金)第１７号 

 

北伊勢上野信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３４号 

 

きのくに信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５１号 

 

桐生信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２３４号 

 

京都信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第５２号 

日本証券業協会 

桑名信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第３７号 

 

三条信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２４４号 

 

 



この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 
購入のお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、
詳細をよくお読みいただき、投資に関してはご自身でご判断ください。また、あらかじめ交付される契約締結前交付書面など（目論見書補完書面を
含む）の内容をよくお読みください。 
 

設定・運用 商号等：新光投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第339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                                                                         
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投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申し込みは各販売会社にお問い合わせください。 

Fund 
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 
（毎月決算型）／（成長型） 
愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） 
追加型投信／内外／株式 

 

販  売  会  社  一  覧 
   

販売会社名 登録番号 加入協会 

しののめ信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
関東財務局長(登金)第２３２号 

 

新庄信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第３７号 

 

大地みらい信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
北海道財務局長(登金)第２６号 

 

但馬信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第６７号 

 

豊川信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第５４号 

 

奈良中央信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第７２号 

 

のと共栄信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
北陸財務局長(登金)第３０号 

 

浜松信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東海財務局長(登金)第６１号 

 

姫路信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８０号 

日本証券業協会 

兵庫信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
近畿財務局長(登金)第８１号 

日本証券業協会 

宮城第一信用金庫 
(毎月決算型のみ取り扱いを行います) 

登録金融機関 
東北財務局長(登金)第５２号 

 

この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 （順不同） 
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