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ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）＜愛称：宝船＞

投資信託協会分類：追加型投信／内外／資産複合（インデックス型）

　

確定拠出年金向け説明資料

本商品は元本確保型の商品ではありません

1.投資方針

2.主要投資対象

4.ベンチマーク

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社

国内株式パッシフﾞ･ファンド(最適化法)･マザーファンド、国内債券パッシブ・

ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザー

ファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

ファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

①マザーファンド以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）へ

の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。

②外貨建資産への実質投資割合については、制限を設けません。

　１．基　本　方　針

信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

　２．投　資　態　度

① 主としてマザーファンド（※1）への投資を通じて、実質的に国内外の株式、
公社債および不動産投資信託証券（※２）に投資します。

※1 当ファンドが投資するマザーファンドは下記のとおりです。（以下を総称し

て「マザーファンド」あるいは個別に「各マザーファンド」といいます。）

＜マザーファンド＞

国内株式パッシフﾞ･ファンド(最適化法)･マザーファンド、国内債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債

券パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファン

ド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・
マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

※2「不動産投資信託証券」（以下「リート（REIT）」という場合があります。）とは、

不動産投資法人または不動産投資信託を総称した一般呼称です。多くの投資

者から集めた資金などで、商業施設、マンション、倉庫などの様々な不動産を
保有し、そこから生じる賃料収入等などが投資者に分配される商品をいいま

す。

② 次に掲げる基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資

成果をめざして運用を行います。

＜基本アロケーション＞
ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）

国内株式 15％、国内債券 31％、先進国株式（除く日本） 15％、先進国債券

（除く日本） 4％、新興国株式 10％、新興国債券 10％、国内不動産投資信託
証券 6％、先進国不動産投資信託証券（除く日本） 6％、短期金融資産 3％

経済環境、運用環境見通しの大きな変更等により委託会社が必要と判断した

場合には、基本アロケーションの見直しを行うことがあります。

③ マザーファンドへの投資比率の基本アロケーションからの乖離については、

乖離許容範囲を定めてその範囲内に維持するよう運用を行います。なお、時価

変動等により乖離許容範囲を超えた場合、リバランスを実施します。

④ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

⑤ 上記にかかわらず、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じ

た場合、および純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等、やむ
を得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が出来ない場合がありま

す。

＜参考：マザーファンドの投資態度＞

①国内株式パッシフﾞ･ファンド(最適化法)･マザーファンド
主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指

数（TOPIX）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
②国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投資

成果をめざして運用を行います。
③外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

④外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「シティグループ世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざし

て運用を行います。

⑤エマージング株式パッシブ・マザーファンド
主として海外の証券取引所に上場している株式（＊）に投資し、ＭＳＣＩエ

マージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッ

ジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示

する証券および証書等を含みます。

⑥エマージング債券パッシブ・マザーファンド

主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボ
ンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動きを概ね捉

える投資成果をめざして運用を行います。

⑦Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用
予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当

込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

⑧外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ
＆Ｐ先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替

ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

3.主な投資制限

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）＜愛称：宝船＞」の募集については、委託会
社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24

条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧

誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投
資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属し

ます。

合成ベンチマークの各資産のベンチマークはそれぞれ以下のとおりです。

国内株式 東証株価指数(ＴＯＰＩＸ)(配当込み)（注1）
国内債券 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（注2）

先進国株式（除く日本） ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当
込み、為替ヘッジなし）（注3）

先進国債券（除く日本） シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円

ベース、為替ヘッジなし）（注4）
新興国株式 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、

配当込み、為替ヘッジなし）（注5）
新興国債券 ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プ

ラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）（注6）

国内不動産投資信託証券 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（注7）
先進国不動産投資信託証券（除く日本） Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス

（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）（注8）
短期金融資産 コール・ローン（オーバーナイト物）



ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）＜愛称：宝船＞

投資信託協会分類：追加型投信／内外／資産複合（インデックス型）

5.信託設定日

7.償還条項

8.決算日

9.信託報酬

10.信託報酬以外のコスト

6.信託期間

13.お申込手数料

14.ご解約価額

15.信託財産留保額

16.収益分配

17.申込不可日

毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
※原則として自動的に全額が再投資されます。

ありません。

解約請求受付日の翌営業日の基準価額

ありません。

（注１）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、ファンド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。

（注2）NOMURA-BPI総合は、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、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するも
のではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し

一切責任を負いません。

（注3）MSCIコクサイ･インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデック

スで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.
に属しており、また、MSCI Inc.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。

（注4）シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財

産その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰
属します。

（注5）MSCIエマージング・マーケット･インデックスは、MSCI Inc.が公表し

ているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の

権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.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。

（注6）ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに

関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリ

ティーズ・エルエルシーに帰属します。

（注7）東証ＲＥＩＴ指数は、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、ファンド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。

（注8）「Standard & Poor’s® ｣「S&P® 」「スタンダード＆プアーズ」は、スタン

ダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エルシーが所
有する登録商標であり、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社に対して利用

許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは、当ファンドを支持、推
奨、販売、販売促進するものではなく、また当ファンドへの投資適合性につ

いていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。

　

2012/9/6

受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベン

チマークである対象インデックスが改廃の場合、受益者のために有利
であると認めるとき、やむを得ない事情が発生したとき等には、受託会

社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）する

場合があります。

毎年1月11日（休業日の場合は翌営業日）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益

者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限

額等を示すことができません。

ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引
所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀

行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業

日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他

やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止す
ることおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場

合があります。

また、確定拠出年金制度上、購入・換金のお申込みができない場合が
ありますので運営管理機関にお問い合わせください。

12.お申込価額

お申込日の翌営業日の基準価額

１円以上１円単位

11.お申込単位

確定拠出年金向け説明資料

本商品は元本確保型の商品ではありません

無期限

「ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）」

純資産総額に対して年0.36225％（税抜0.345％）
内訳：委託会社0.1785％（税抜0.17％）

受託会社0.03675％（税抜0.035％）

販売会社0.147％（税抜0.14％）

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）＜愛称：宝船＞」の募集については、委託会

社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24
条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧

誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投

資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属し
ます。

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社
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確定拠出年金向け説明資料

本商品は元本確保型の商品ではありません

18.課税関係

19.損失の可能性

21.持分の計算

22.委託会社

20.セーフティーネットの有無

24.基準価額の主な変動要因

23.受託会社

 みずほ信託銀行株式会社（信託財産の保管・管理等を行います。）
 再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社

確定拠出年金の加入者におかれましては、確定拠出年金の積立金の運

用にかかる税制が適用されます。

ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替
変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さま

に帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されている
ものではなく、後述の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投

資元本を割り込むことがあります。

投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構お

よび保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

解約価額×保有口数

注：解約価額が10,000口あたりで表示されている場合は10,000で除して
下さい。

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社（信託財産の運用指図等を行いま

す。）

(4)リートの価格変動リスク
一般にリートが投資対象とする不動産の価値および当該不動産から得る収入は、

国内外の景気、経済、社会情勢等の変化等により変動し、リートの価格および配当

は影響を受けることになり、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性がありま
す。 実質的に投資対象とするリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算

される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には基準価額が下がる要
因となります。 リートは、実物資産である建物等を投資対象にしているため、火災、

自然災害等に伴う損害を受けた場合は、当ファンドの基準価額の下落要因となる可

能性があります。 リートが投資対象とする建物の用途規制等不動産等にかかる規
制の強化や、新たな規制の導入、税制の変更などにより、規制対象となる不動産等

の価値が低下する可能性があり、その結果、当ファンドの基準価額の下落要因とな
る可能性があります。

(5)為替リスク
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクを

いいます。外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制
等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。当ファンドは、実質組入

外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響

を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった
場合には基準価額が下がる要因となります。

（6）信用リスク

実質的に投資する有価証券等の発行者が経営不安・倒産等に陥った場合、投資し

た資金が回収できなくなることがあります。またこうした状況に陥ると予想される場合
等には、当ファンドの基準価額の下落要因となる可能性があります。有価証券等へ

の投資にあたっては、発行者において利払いや償還金の支払いが遅延したり、支
払いが滞るリスクが生じることがあります。 また、実質的に投資をするリートが、投資

対象とする不動産の収益性悪化または資金繰りの悪化等により、清算される場合に

は、投資した資金が回収困難になる可能性があります。こうした状況に陥ると予想さ
れる場合、当該リートの価格が下落する可能性があります。

（7)流動性リスク

流動性リスクとは、市場における売買量の欠如等の理由により、最適な時期で有価

証券等の売買ができず機会損失を被るリスクをいいます。市場規模が小さい株式等
に投資する場合や、投資したリートによっては、資産規模や取引量が少ないため売

却時に市場実勢から期待される価格で売却できなかったり、売買取引が困難となる
ことから、価格の値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性

があります。

（8)カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じ
た場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合、または新たな規制が設けら

れた場合には、基準価額は予想外に下落する場合があります。また、実質的に投

資を行う新興国の通貨や有価証券等の発行者が属する国の経済状況は、先進国
経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフ

レ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場や株式、債券市場におよぼす
影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局によ

る海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の

導入や政策の変更等の要因も為替市場や株式、債券市場に著しい影響をおよぼ
す可能性があります。

＜その他の留意点＞

○当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成ベンチマークに概ね連動

する投資成果をめざして運用を行いますが、各マザーファンドが各対象ベンチマー
ク採用全銘柄を組入れないこと、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミ

ングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等によ
り、基準価額と合成ベンチマークが乖離する場合があります。

○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが
投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解

約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売
買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

○当ファンドの収益分配金は、収益分配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、分配を行わないことがあります。

○資金動向、市場動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合

があります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）＜愛称：宝船＞」の募集については、委託会
社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24

条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧

誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投
資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属し

ます。

(1)資産配分リスク

当ファンドが実質的に投資する各資産の配分比率は、基本アロケーショ
ンの比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。 この資産配分が当

ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への

配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、
各資産の投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上の

ものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性
があります。

(2)株価変動リスク
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、

または市場の需要や流動性等の影響を受けます。当ファンドは、実質的
に株式に投資をしますので、株式市場の変動により、基準価額が上下し

ます。

(3)金利リスク

金利リスクとは、金利の変動を受けて債券・リートの価格が変動するリスク
をいいます。一般的に金利が上昇した場合には、債券・リートの価格は

下落します。当ファンドは実質的に債券・リートに投資をしますので、金

利変動により基準価額が上下します。

運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社


