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高い利回りと安心感

さらなる利回りの追求
Point 2

デンマークカバード債券への投資

上記は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。

Point 1

■ 相対的に高い信用力 ■
■ 為替ヘッジ後の高い利回り ■

欧州ハイブリッド証券への投資
■ハイブリッド証券特有の高い利回り■

高い信用力と利回りをあわせ持つデンマークカバード債券に
欧州ハイブリッド証券特有の高い利回りをプラス
さらに、為替ヘッジにより為替変動リスクを抑えます
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デンマークの概要

国名： デンマーク王国　Kingdom of Denmark
面積： 約4.3万k㎡※（九州とほぼ同じ）
人口： 約578万人※（2018年デンマーク統計局）
 （兵庫県とほぼ同じ）
首都： コペンハーゲン
言語： デンマーク語
通貨： デンマーク・クローネ
※フェロー諸島及びグリーンランド（自治領）を除く。

コペンハーゲン

Data

■ スカンジナビアと呼ばれるヨーロッパ北部に位置し、北はノルウェー、東はスウェーデン、南は
ドイツと国境を接しています。

■ 世界でも有数の社会福祉制度が充実した国です。政府からのさまざまな福祉給付や、国民の所得格差
が小さいことなどから、世界でもっとも社会的な平等が実現されている国の一つといわれています。

幸福度ランキング
TOP3の常連

国連が発表している「世界幸福度ラ
ンキング2018」では第3位でした。

Life 

（出所）各種情報を基に野村アセットマネジメント作成

地図はイメージであり、実際の地理的位置を正確に示したものではありません。また写真はイメージを含みます。

（出所）国連「World Happiness Report 2018」

デニッシュとは
デニッシュ（Danish）は「デンマー
クの」、「デンマーク人」といった意
味。日本ではデンマーク風のパン
を指すことが多くなっています。

Column

フレデリクスボー城
スカンジナビアで最大のルネサンス
様式の宮殿。現在は国立歴史博物
館となっています。（当資料の表紙
にも掲載。）

Spot 

Company 
日本とデンマーク

知育玩具「レゴ」、陶磁器「ロイヤル
コペンハーゲン」、高級オーディオ
メーカー「バング&オルフセン」と
いったデンマーク企業は日本でも
有名です。

h）は「デンマー

Danish

第1位  フィンランド
第2位  ノルウェー
第3位  デンマーク
第4位 アイスランド
第5位  スイス

第54位 日本

（出所）外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp）
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デンマークカバード債券の
歴史
デンマークカバード債券の発祥は、
1795年のコペンハーゲンで発生
した大火災にまでさかのぼります。
街の四分の一が焼失したその
大火災の復興の資金を調達する
ために債券を発行したことが始まり
です。

Column

■ ドイツが発祥とされるカバード債券は、ヨーロッパを中心に広く普及しており、中でもデンマークは
最大級の市場規模を誇ります。

四捨五入のため、合計が100％とならない場合があります。
（出所）「ECBC European Covered Bond Fact Book 2018」を基に野村

アセットマネジメント作成

発行残高ベース2017年末現在

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。

Point 高い利回りと安心感1

世界のカバード債券の市場規模（国別内訳）

ドイツ
15%

フランス
13％

スペイン
10％

スウェーデン 9％

イタリア 6％

ノルウェー
5％

スイス
5％

英国
 4％

カナダ
 4％ その他

15％

■ カバード債券とは、住宅ローン等を担保として金融機関が発行する債券です。住宅ローン等を担保と
することで、発行体よりも高い格付を付与されています。

■ 債券の発行体である金融機関の信用力に加えて、裏付けとなる住宅ローン等の担保によって二重に
カバーされていることから、カバード債券と呼ばれています。

デンマークカバード債券への投資

3,984億ユーロ

合計：2兆4,607億ユーロ

デンマーク
16％

カバード
債券

投資家金融機関

元利金の支払い

融資

住宅ローンの借り手

元利金の支払い

投資

発行BANK

上記はイメージ図です。

上記は、カバード債券の仕組みとデンマークカバード債券の特徴を簡易的に説明したものであり、すべてを網羅したものではありません。

デンマーク
カバード債券の
主な特徴

複数の住宅ローンを裏付け資産としている
発行体による追加担保の拠出等、信用補完が義務付けられている
住宅ローンの借り手から返済される元利金がそのまま投資家に支払われる
仕組み
住宅ローンの繰り上げ返済等による期限前償還リスクがあり、その分、
相対的に利回りが高くなる
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Denmark CoveredBondPLUS

相対的に高い信用力

主な先進国のS&P社による自国通貨建て長期債格付

デンマークカバード債券：Nordea DK Mtg Callable Index構成銘柄の証券格付の平均
（出所）ブルームバーグ、Nordea Analyticsのデータを基に野村アセットマネジメント作成

発行体：S&P社の長期自貨建発行体格付。発行体に格付がない場合は、親会社
の格付を表記。

カバード債券：S&P社の銘柄債務格付
（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

＊格付の表記はS&P社のものを使用。

当グラフのデフォルト率は、
ムーディーズ社が調査対象と
している企業において、年間に
デフォルトした企業数を企業
総数で割ったものです。

0

0％

0.04％

0.07％

0.23％

0.60％

2.28％

11.56％

AA

A

AAA

BBB

BB

B

CCC
以下

5 10 15（％）

各年の格付別デフォルト率の対象期間の平均
（出所）ムーディーズ社のデータを基に野村アセット

マネジメント作成

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。

デンマーク
カバード債券（AAA）

AAA

AA

A

BBB

…

大

デ
フ
ォ
ル
ト
等
の
リ
ス
ク

小

低

信
用
力

高

イタリア（BBB）

日本（A＋）

英国（AA） 米国（AA+）

ドイツ
（AAA）

デンマーク
（AAA）

■ デンマークカバード債券の格付は、債券を発行する金融機関等の格付よりも高く、最上位のAAAの
格付を付与されています。主な先進国の国債と比較しても高い信用力を持つといえます。

■ 一般に、債券の格付（信用力）が高いほど、デフォルト（債務不履行）※等のリスクは低くなります。デンマーク
カバード債券は、発行が始まってから200年以上にわたってデフォルトの事例は生じていません。
※債券の利子や元本の支払いが、定められた契約どおりに履行されないこと

主なデンマークカバード債券の発行体格付

ノルディア・クレディト

レアルクレディト・デンマーク A

ニクレディト・レアルクレディト A

AA-

発行体 カバード債券
格付

金融機関名

AAA

2000年～2018年平均

ユスケ・レアルクレディト A-

2019年2月末現在

2019年2月末現在

社債の格付別デフォルト率ご参考
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上記は各通貨のスポットレートと３ヵ月フォワードレートから算出（年率換算値）
（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

上記の為替ヘッジプレミアム・コストの考え方はあくまで簡便的
なものであり、通貨間の需給等により実際の値は異なる場合
があります。

為替ヘッジ後の高い利回り
■ デンマークカバード債券は、担保としている住宅ローンが繰り上げ返済されると期限前に償還される
ため、相対的に高い利回りとなっています。

■ デンマークカバード債券の対円為替ヘッジ後の最終利回りは、日米欧の国債よりも高い水準となって
います。

■ 為替ヘッジとは、為替変動リスクを回避（ヘッジ）するために、今の時点で、あらかじめ将来の為替
レートを確定させることです。

■ 対円で為替ヘッジを行なう際、円の短期金利が為替ヘッジ対象通貨の短期金利より高い場合は、
為替ヘッジプレミアム（金利差相当分）を受け取り、低い場合は、為替ヘッジコスト（金利差相当分）
を支払います。

Point 高い利回りと安心感1

デンマーククローネの為替ヘッジプレミアム・コスト（対円）の推移

デンマークカバード債券と各国国債の最終利回り（現地通貨ベース、課税前）

期間：2009年12月末～2019年2月末、月次

各国国債：ブルームバーグ・バークレイズ・各国国債インデックス
デンマークカバード債券：Nordea DK Mtg Callable Index
上記で使用した為替ヘッジプレミアム・コスト（対円）は、各通貨のスポットレートと3ヵ月フォワードレートから算出（年率換算値）
（出所）ブルームバーグ、Nordea Analyticsのデータを基に野村アセットマネジメント作成

2019年2月末現在

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。

（年/月）

（％）
2

1

0

－1

－2

－3

－4
17/1215/1213/1211/1209/12

（ご参考）米ドルデンマーククローネ

－0.3

2.6

0.1

－0.1

0.5
0.1

2.2
1.8

0.040.04

日本国債 ドイツ
国債

米国国債 デンマーク
国債

デンマーク
カバード債券

－1

0

1

2

3
（％）

為替ヘッジプレミアム・コストのイメージ

プ
レ
ミ
ア
ム

コ
ス
ト

円の短期金利 為替ヘッジ
対象通貨の
短期金利

（
金
利
）

為替ヘッジ
対象通貨の
短期金利

為
替
ヘ
ッ
ジ
コ
ス
ト

為
替
ヘ
ッ
ジ
プ
レ
ミ
ア
ム

為替ヘッジについてご参考

■ 最終利回り
■ 対円為替ヘッジ後の
最終利回り
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欧州ハイブリッド証券への投資

ハイブリッド証券特有の高い利回り
■ 欧州ハイブリッド証券の対円為替ヘッジ後の最終利回りは、他の債券よりも高い水準となっています。
■ 相対的に高い利回りを持つ欧州ハイブリッド証券をデンマークカバード債券と組み合わせること
で、さらなる利回りを追求します。　

※1 弁済順位とは、企業が経営破綻に陥った場合に、債権者（貸し手）等に対して残余財産を弁済する順位のことであり、弁済順位の高位のもの
 から弁済されます。
※2 当資料では、償還期限の定めがあるものを「期限付劣後債」、償還期限の定めがないものを「永久劣後債」とします。
上記は、ハイブリッド証券等の特徴を簡易的に説明したものであり、すべてを網羅したものではありません。

■ ハイブリッド証券とは、負債（債券）と資本（株式）の要素を複合化（ハイブリッド）した、債券と株式の
両方の性質を併せ持つ証券です。

■ 債券のように、あらかじめクーポンが定められており、満期、繰上償還時に額面で償還される一方で、
株式のように、発行体を取り巻く経済状況等によってクーポンの支払いや繰り上げ償還が見送られる
ことがあります。一般的に、発行体のデフォルト時の法的弁済順位が一般の債券より低く、その分、
利回りが高いという特徴があります。

劣後債　　　　　 普通社債（一般無担保社債
や優先社債等）に比べて元利金の支払い
順位が低い債券のこと。

優先証券　　　　　 株式会社における優先株に
類似した権利（普通出資者総会における
「議決権」がない一方、「優先的配当」を
受ける権利がある等）を持つ証券のこと。

普通社債 優先証券
永久劣後債期限付劣後債

株式劣後債

償還期限 あり あり※2 なし※2 なし なし

弁済順位※1

利回り

価格変動

高 低

小

低 高

大
普通社債の価格変動リスクに加えて、
ハイブリッド証券固有のリスクがあります。

ハイブリッド証券 

Point さらなる利回りの追求2

2019年2月末現在

ドイツ国債：ブルームバーグ・バークレイズ・ドイツ国債インデックス
欧州投資適格社債：ブルームバーグ・バークレイズ・汎欧州総合インデックス
欧州ハイブリッド証券：ICE BofAML Euro Non-Financial Subordinated Index
上記で使用した為替ヘッジプレミアム・コスト（対円）は、各通貨のレートと3ヵ月フォワードレートから算出（年率換算値）
（出所）ブルームバーグ等のデータを基に野村アセットマネジメント作成

欧州ハイブリッド証券と他債券の最終利回り（現地通貨ベース、課税前）

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。

－0.1

0.1

0.9 1.1

2.5 2.6

－1

0

1

2

3
（％）

ドイツ国債 欧州投資適格社債 欧州ハイブリッド証券

■ 最終利回り
■ 対円為替ヘッジ後の最終利回り
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期間：2009年12月末～2019年2月末、月次

パフォーマンス

パフォーマンス（円ベース）

2009年12月末から2019年2月末の月次データを基に、基準月まで一定期間保有した場合の年率リターンです。3年間または5年間にわたり資産を保有
したと仮定し、各基準月時点でどの程度のリターンが得られたかをシミュレーションしています。例えば、2019年2月末の年率リターンは、2019年2月末までに、
3年間保有した場合、5年間保有した場合の年率換算したリターンを表示しています。

デンマークカバード債券（為替ヘッジあり）：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（為替ヘッジあり）：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 
参考合成指数（為替ヘッジあり）：デンマークカバード債券（為替ヘッジあり）に70％、欧州ハイブリッド証券（為替ヘッジあり）に30％の割合で投資し、各資

産の月間リターンを基に毎月リバランスを行なったと仮定して野村アセットマネジメントが独自に試算したもの
日本国債：ブルームバーグ・バークレイズ・日本国債インデックス
（出所）ブルームバーグ、Nordea Analyticsのデータを基に野村アセットマネジメント作成

リスクリターン（円ベース、年率）

参考合成指数（為替ヘッジあり）の保有期間別リターン（円ベース、年率）

期間：2009年12月末～2019年2月末、月次 期間：2010年1月～ 2019年2月、月次

期間：2009年12月末～2019年2月末、月次

保有期間3年間のリターン 保有期間5年間のリターン

0 54321

（％）
7

6
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3

2

1

0

日本国債

デンマークカバード債券
（為替ヘッジあり）

参考合成指数
（為替ヘッジあり） 欧州ハイブリッド証券

（為替ヘッジあり）

80

100

120

140

160

180

200

デンマークカバード債券（為替ヘッジあり）
欧州ハイブリッド証券（為替ヘッジあり）

参考合成指数（為替ヘッジあり）

日本国債
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6

8
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（%）

76
（％）

■ デンマークカバード債券（為替ヘッジあり）のパフォーマンスは、長期にわたって安定した推移となりました。
■ 参考合成指数（為替ヘッジあり）のパフォーマンスは、欧州ハイブリッド証券を組み合わせることで、デン
マークカバード債券に単体で投資するよりもパフォーマンスが押し上げられ、また、リスクリターンの
改善も見られました。

■ 参考合成指数（為替ヘッジあり）の3年間、5年間の保有期間別リターンは、すべてプラスとなりました。

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。

2009年12月末を100として指数化

（年/月）
09/12 12/12 13/12 14/1210/12 11/12 15/12 16/12 17/12 18/12
0

2

4

6

8

10
（%）

低 リスク 高

高

リ
タ
ー
ン

低

リスク（年率）は、月間変化率の
標準偏差を年率換算して算出し
ています。標準偏差とは、平均的
な収益率からどの程度値動きが
乖離するか、値動きの振れ幅の
度合いを示す数値です。
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欧州ハイブリッド証券内訳（業種別）
公益 14%
金融 4%
通信 4%

一般消費財・サービス 4%
非循環消費財 3%
エネルギー 1%

＊業種はBICS（Bloomberg Industry Classification 
System）分類によります。

参考ポートフォリオ（2019年2月28日現在）

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
30%

デンマーク
カバード債
70%

デンマーク
75％

AAA
70％

BBB
27％

A  3％

スウェーデン
8％

ドイツ4％
フランス4％
ノルウェー2％ その他7％

格付別配分 国別配分

債券種別配分

・左記のポートフォリオ特性値は、組入債券の各特性値（最終利回り、直接利回り、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。また、格付の場合は、組入
債券について、ランク毎に数値化したものを加重平均しています。
・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％の利回りになるのかを示す
指標です。デンマークカバード債券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。
・平均最終利回り（為替ヘッジ後）は、為替ヘッジプレミアム・コストを反映して表示しています。
・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券については、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。
・格付は、S&P社、ムーディーズ社あるいはフィッチ社のいずれかの格付機関の最も高い格付
によります。格付の表記はS&P社のものを使用しています。
・平均格付とは､基準日時点で参考ポートフォリオが組入れている有価証券に係る信用格付
を加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません。

ポートフォリオ特性値
AA

2.3%

2.6%

2.5%

4.5年

0.3%

平均格付

平均直接利回り
平均デュレーション
（期限前償還考慮後）

平均最終利回り
（為替ヘッジ後）

ヘッジプレミアム

平均最終利回り

「参考ポートフォリオ」とは、これから運用を開始するファンドのイメージをつかんで頂くための、仮のポート
フォリオのことです。「参考ポートフォリオ」のポートフォリオ特性値、格付別配分、国別配分、債券種別配分は、
2019年2月28日現在の市場環境等に基づいて作成したものであり、運用担当者の判断、市況動向、ファンド
の資金動向等により変わります。また売買実行可能性や売買手数料、税金等の諸費用は考慮していません。
いずれの記載内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料で使用した市場指数について
●「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。●ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンス
に基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよび
その関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対
する一切の独占的権利を有しています。●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。 8



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。

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。

ファンドの特色

投資リスク

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められている「特化型運用」を
行なうファンドに該当します。ファンドが実質的に投資対象とするデンマークカバード債の市場には、寄与度（市場の時価総額に
占める割合）が10%を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄（支配的な銘柄）が存在すると考えられます。
実質的な投資が支配的な銘柄に集中することが想定されますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の
悪化等が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

デンマークカバード債への実質的な投資比率は純資産総額の50％以上、ユーロ建てハイブ
リッド証券への実質的な投資比率は純資産総額の50%未満とし、ファンドの資金動向、マクロ
経済環境、利回り水準や市場規模・流動性等を勘案して決定することを基本とします。
◆デンマークカバード債のポートフォリオの構築にあたっては利回り水準、発行体の信用力、担保状況、期限前償還動向、発行
総額、流動性等を考慮し、投資対象銘柄を選定します。
◆ユーロ建てハイブリッド証券のポートフォリオの構築にあたっては、個別発行体の信用力および利回り水準、流動性、業種等
を勘案して投資対象銘柄を決定します。
◆日本を含む先進国の国債に実質的に投資する場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ること
を基本とします。
◆為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行ないません。

欧州の金融機関が発行するデンマーク・クローネ建てのカバード債※1（「デンマークカバード債」と
いいます。）および欧州の企業（金融機関を含みます。）が発行するユーロ建ての期限付劣後債、永久
劣後債、優先証券（「ユーロ建てハイブリッド証券」といいます。）を実質的な主要投資対象※２とし、
インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
ファンドにおいて、「劣後債」とは、弁済順位が発行体の一般債務に劣後することとなる債券をいい、償還期限の定めがある
ものを「期限付劣後債」、償還期限の定めがないものを「永久劣後債」とします。また、弁済順位が劣後債に劣後し、普通株式
に優先するものを「優先証券」とします。
※1 カバード債とは金融機関等が保有する住宅ローン等の貸付債権を担保として発行される債券をいいます。
※2 ファンドは「デンマークカバード債券プラス マザーファンド（為替ヘッジあり）」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用します。
「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

投資するデンマークカバード債はAA格相当以上、ユーロ建てハイブリッド証券はBB格相当
以上の格付（格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。）を取得
時において有するものとします。
◆格付は、S&P、Moody’sおよびFitchのいずれかの格付が付与されている場合、最も高い方を基準とします。

資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ポートフォリオ全体のデュレーションは、原則として3年～8年の範囲内で調整します。
◆ファンドにおいて、デュレーションは投資対象とするデンマークカバード債およびユーロ建てハイブリッド証券の各銘柄の
発行条件等を考慮して委託会社が計算した値とします。
◆デュレーションの調整のために、ドイツ国債先物取引を実質的に活用する場合があります。
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◆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。
● 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
● ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。また、ハイブリッド証券には利息、配当や
分配の支払いを繰り延べる条項が付与されているものがあり、発行体の企業業績等の事情により繰り延べられたり、停止される可能性があります。

● 有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
● 設定時における市況動向等によっては、カバード債およびハイブリッド証券の組入れに時間を要する場合があります。また、カバード債およびハイブリッ
ド証券の流動性の極端な減少等により、当該証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いならびに償還金の支払いを
延期する場合があります。

● ハイブリッド証券の弁済順位は、一般的に普通株式に優位し普通社債に劣後するため、発行体の破綻時における弁済順位が普通社債等優先される債務
に対して後順位となります。

● ハイブリッド証券には、設定された繰上償還が実施されなかった場合に利息、配当や分配が変動になる性質を持つもの等があり、ファンドはそ
れらにも投資を行ないます。

● 今後、カバード債やハイブリッド証券に関連した制度変更や新たな規制の導入がある場合には、対象市場が著しく縮小する可能性があり、結果、運用方針
に沿った運用ができなくなる場合があります。

● 投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。また、ベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則として当該マザーファンドの信託財産に信託財産留
保額を繰り入れます。

● 金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、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（実質的な
投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンド
の購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。

● ファンドの実質的な投資対象候補銘柄には、寄与度が高い銘柄、または寄与度が高くなる可能性のある銘柄が存在すると考えられます。そのため、
当ファンドは、信用リスクを適正に管理することを目的として一般社団法人投資信託協会が定める「信用リスク集中回避のための投資制限」に
おける「特化型運用」を行なうファンドに該当します。当該制限に従って「特化型運用」を行なうにあたり、特定の発行体が発行する銘柄に集中
して実質的に投資することがありますので、個別の投資対象銘柄の発行体の経営破綻や経営・財務状況の悪化等による影響を大きく受ける可能
性があります。

● 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。

≪基準価額の変動要因≫ 基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。

デンマークカバード債は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に
デンマークカバード債に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

デンマークカバード債の
価格変動リスク

デンマークカバード債の裏付けとなる住宅ローンの期限前返済が増加する場合、デンマークカバード
債の期限前償還（元本の一部が満期前に償還されること）も増加することになります。デンマーク
カバード債は、裏付けとなる住宅ローンの借り換え等により、一般的に金利が低下すると期限前
償還が増加し、金利が上昇すると期限前償還が減少する傾向があります。期限前償還は金利要因の
ほかにも様々な要因によって変化すると考えられます。期限前償還の増減により、デンマークカバード
債の価格は影響を受けます。

デンマークカバード債の
期限前償還リスク

ハイブリッド証券は、一般的に、普通社債と比べて相対的に市場における流動性が低いと考えられて
います。また、発行体の信用度や市況動向が悪化した場合等には、さらに流動性が低くなることもあ
ります。そのような場合には、希望する時期、価格で売買できず、結果としてファンドの基準価額が
下落する可能性があります。
また一般的に、ハイブリッド証券には繰上償還条項が設定されていますが、発行体の企業業績、市況
動向、制度変更等の事情により、繰上償還の実施やその時期が変動する場合があります。この場合、
あるいはこういった状況が予想される場合には、当該証券の価格が変動する可能性があり、基準価額
にも影響を及ぼす可能性があります。

ハイブリッド証券のリスク

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に先進
国の国債に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

債券価格変動リスク

実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本と
しますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対象通貨の
金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となります。

為替変動リスク

≪その他の留意点≫
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　● 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。

※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。

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。

お申込みメモ

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。

課税関係

2024年5月27日まで（2019年5月23日設定）　　　＊信託期間を延長する場合があります。

1万口=1万円
＊ご購入代金は2019年5月22日までに販売会社にお支払いください。

　● 決算日および
収益分配

　● 信託期間
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。
＊初回決算日は、2019年11月26日となります。

　● ご購入価額

ご購入申込日の翌営業日の基準価額　● ご購入価額
販売会社の定める期日までにお支払いください。　● ご購入代金
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。　● ご購入単位
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　● ご換金価額
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。　● ご換金代金
大口換金には制限を設ける場合があります。　● ご換金制限

＜当初申込期間（2019年4月15日～2019年5月22日）＞

＜継続申込期間（2019年5月23日～2019年12月30日）＞
ご
購
入
時

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

　● お申込不可日

ご
換
金
時

そ
の
他

　当ファンドに係る費用 （2019年4月現在）

　● 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

　● 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

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、登録金融機関が取扱う投
資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。　● ファンドの分配金は、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。　   
● 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。

＜当資料について＞
　● 当資料は、ファンドのご紹介を目的として野村アセットマネジメントが作成した販売用資料です。　● 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。当資料中の記載内容、数値、図表等は、当資料作成時のものであり、 
事前の連絡なしに変更されることがあります。なお当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

<委託会社> 野村アセットマネジメント株式会社
［ファンドの運用の指図を行なう者］

＜受託会社＞ 野村信託銀行株式会社
［ファンドの財産の保管および管理を行なう者］

ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先 ： 野村アセットマネジメント株式会社
★インターネットホームページ★

http://www.nomura-am.co.jp/ http://www.nomura-am.co.jp/mobile/

★携帯サイト★★サポートダイヤル★

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
0120-753104

　● ご購入時手数料

ご購入価額に1.62%※1（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 
※1　2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、1.65％となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

純資産総額に年0.9936%※2（税抜年0.92%）の率を乗じて得た額
※2　2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、年1.012％となります。


