
販売用資料

＜月次運用レポート＞
2021年3月12日現在

　設定来の基準価額の推移

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

追加型投信／海外／不動産投信

愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)
愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)
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　騰落率

1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来

分配金再投資基準価額 1.88% 9.92% 15.77% 14.01% 23.37% 55.04%

参考指数 0.60% 7.90% 13.19% 12.89% 33.44% 258.51%

 基準価額 2,588 円

 純資産総額 6.6 億円

　ポートフォリオ構成比率

国内不動産投信 0.0%

外国不動産投信 92.9%

短期金融商品その他 7.1%

マザーファンド組入比率 95.3%

組入銘柄数 36銘柄 

為替ヘッジ比率 95.0%

※基準価額は1万口当たりです。

※毎月12日（休業日に該当する場合は翌営業日）に決算を行い、主として配当等収益等から収益分配を行います。なお、6月と12月の決算期は、売買益

（評価益を含みます。）が存在するときは、配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額を分配対象収益として分配を行います。

※運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。

※マザーファンドを通じた実質比率です

（マザーファンド組入比率を除く）。

※銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄

として記載しております。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.65％(税抜1.50％)の信託報酬控除後です。

※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の12日（休業日の場合は翌営業日）、および設定日

との比較です。また、参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexです。

※FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexは、FTSE Groupが発表する米国リートの代表的な指数です。配当を

考慮したトータルリターン・ベースで、1971年12月31日を100として算出しています。なお、同指数は参考指数

であり、当ファンドのベンチマークではありません。

※指数の騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。

※為替ヘッジ比率は、作成基準日の当

ファンドの実質組入外貨建資産に対

する率です。

設定・運用は

お客様専用フリーダイヤル ： 0 1 2 0 - 0 4 8 - 2 1 4
当社ホームページアドレス ： https://www.okasan-am.jp

9,255 円

過去1年間の分配実績 （1万口当たり・税引前）

決算日 分配金 決算日 分配金 決算日 分配金

2020/04/13 20円 2020/08/12 10円 2020/12/14 10円
2020/05/12 20円 2020/09/14 10円 2021/01/12 10円
2020/06/12 10円 2020/10/12 10円 2021/02/12 10円
2020/07/13 10円 2020/11/12 10円 2021/03/12 10円

設定来分配金合計

当レポートは14枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/14）  551163 / 552166



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2021年3月12日現在

　基準価額の要因分析

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

追加型投信／海外／不動産投信

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型) 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)

決算期 決算日 基準価額 前期比 分配金 リート要因 ﾍｯｼﾞｺｽﾄ要因 信託報酬等

第179期 2020/3/12 2,409 円 ▲422 円 ▲20 円 ▲395 円 ▲3 円 ▲4 円

第180期 2020/4/13 2,365 円 ▲44 円 ▲20 円 ▲19 円 ▲2 円 ▲3 円

第181期 2020/5/12 2,206 円 ▲159 円 ▲20 円 ▲135 円 ▲1 円 ▲3 円

第182期 2020/6/12 2,235 円 29 円 ▲10 円 43 円 ▲1 円 ▲3 円

第183期 2020/7/13 2,241 円 6 円 ▲10 円 20 円 ▲1 円 ▲3 円

第184期 2020/8/12 2,349 円 108 円 ▲10 円 122 円 ▲1 円 ▲3 円

第185期 2020/9/14 2,291 円 ▲58 円 ▲10 円 ▲43 円 ▲1 円 ▲4 円

第186期 2020/10/12 2,397 円 106 円 ▲10 円 120 円 ▲1 円 ▲3 円

第187期 2020/11/12 2,415 円 18 円 ▲10 円 32 円 ▲1 円 ▲3 円

第188期 2020/12/14 2,383 円 ▲32 円 ▲10 円 ▲14 円 ▲4 円 ▲4 円

第189期 2021/1/12 2,341 円 ▲42 円 ▲10 円 ▲28 円 ▲1 円 ▲3 円

第190期 2021/2/12 2,550 円 209 円 ▲10 円 224 円 ▲1 円 ▲4 円

第191期 2021/3/12 2,588 円 38 円 ▲10 円 52 円 ▲1 円 ▲3 円

（基準価額の要因分析とは）

*各計算期間における基準価額の変動要因を分配金、リート（不動産投信）、ヘッジコスト要因、信託報酬等に分けて１万口当たりで表示したものです。

*上記の数値は、日々の資料を基に簡便法により試算した概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。

*リート要因とは、米国のリート（不動産投信）の配当等収益及び売買損益（評価損益を含む。）等が基準価額に与えた影響額です。

当レポートは14枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（2/14）  551163 / 552166



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2021年3月12日現在

　設定来の基準価額の推移

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型) 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)

追加型投信／海外／不動産投信

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)
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 基準価額 14,586 円

 純資産総額 0.17 億円

　ポートフォリオ構成比率

国内不動産投信 0.0%

外国不動産投信 92.6%

短期金融商品その他 7.4%

マザーファンド組入比率 94.9%

組入銘柄数 36銘柄 

※マザーファンドを通じた実質比率です

（マザーファンド組入比率を除く）。

※銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄

として記載しております。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.65％(税抜1.50％)の信託報酬控除後です。

※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の12日（休業日の場合は翌営業日）、および設定日

との比較です。また、参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexです。

※FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexは、FTSE Groupが発表する米国リートの代表的な指数です。配当を

考慮したトータルリターン・ベースで、1971年12月31日を100として算出しています。なお、同指数は参考指数

であり、当ファンドのベンチマークではありません。

※指数の騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。

※為替ヘッジ比率は、作成基準日の当

ファンドの実質組入外貨建資産に対

する率です。

2016/9/12 0 円

2017/9/12 0 円

2018/9/12 0 円

2019/9/12 0 円

2020/9/14 0 円

設定来合計 0 円

　 近5期の分配金の推移

※分配金は1万口当たり、税引前です。

運用状況等によっては分配金額が

変わる場合、或いは分配金が支払

われない場合があります。

　騰落率

1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来

分配金再投資基準価額 1.86% 9.81% 15.67% 13.90% 22.67% 45.86%

参考指数 0.60% 7.90% 13.19% 12.89% 33.44% 93.12%

為替ヘッジ比率 95.0%

※基準価額は1万口当たりです。

当レポートは14枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/14）  551163 / 552166



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2021年3月12日現在

　投資環境

　USリート･マザーファンドの状況

＜組入上位10銘柄＞

追加型投信／海外／不動産投信

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型) 愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)

＜セクター別構成比率＞

※銘柄は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。

※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※セクターは、全米不動産投資信託協会（NAREIT）による分類

を使用しています。

※外国銘柄の日本語表記は、QuickFactSet、Bloombergを参照

しております。
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銘柄名 比率 セクター

プロロジス 7.7% 産業施設

エクイニクス 7.5% データセンター

サイモン・プロパティ・グループ 5.9% 小売り

アバロンベイ・コミュニティーズ 5.4% 住宅

エクストラ・スペース・ストレージ 5.1% 倉庫

エクイティ・レジデンシャル 4.7% 住宅

ウェルタワー 4.5% ヘルスケア

サン･コミュニティーズ 4.1% 住宅

ライフ・ストレージ 4.0% 倉庫

ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ 3.8% 住宅

産業施設
13.3%

オフィス
6.8%

小売り
13.2%

住宅
24.4%

ホテル
6.7%

倉庫
9.4%

ヘルスケア
12.0%

データセンター
10.7%

特殊施設
0.9%

森林
0.9% 混合

1.7%

ポートフォリオ配当利回り

3.3%

セクター 当期末 前期末 前期末比

産業施設 13.3% 14.6% ▲1.3%

オフィス 6.8% 6.7% 0.1%

小売り 13.2% 11.8% 1.4%

住宅 24.4% 23.9% 0.5%

ホテル 6.7% 6.2% 0.5%

倉庫 9.4% 9.1% 0.3%

ヘルスケア 12.0% 11.9% 0.1%

データセンター 10.7% 12.9% ▲2.2%

特殊施設 0.9% 0.7% 0.2%

森林 0.9% 0.9% 0.0%

混合 1.7% 1.3% 0.4%※USリート･マザーファンドの保有リート全体に占める各セクターの構成比です。

※小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

※配当利回りは、USリート・マザーファンドで保有している個別リートの予想配当利回りをマザーファンドの純資産に対する比率で加重平均した

年率換算利回りです（前月末時点、課税前）。

※配当利回りは市場動向等によって変動します。したがって、ファンドの運用利回りを示唆するものではなく、将来の分配金を保証するものでは

ありません。

※FTSE NAREIT ALL Equity REITS TR Indexは、現地前営業日の終値です。 （出所：Bloombergデータより岡三アセットマネジメント

当レポートは14枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/14）  551163 / 552166



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2021年3月12日現在

　ファンドマネージャーのコメント

＜投資環境＞

＜運用経過＞

＜今後の見通し＞

＜今後の運用方針＞

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり

（2021年2月13日～2021年3月12日）

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

追加型投信／海外／不動産投信

愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)(１年決算型)
愛称　十二絵巻(為替ヘッジあり)

USリート・マザーファンドの外貨建資産（米国リート等）に係る運用委託先であるリーフ アメリカ エル エル シーのファンドマネージャーの前月末時点での
コメントを参考のうえ作成しています。

※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、

分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

※以下のコメントは、運用委託先のファンドマネージャーのコメントを参考に当社のファンドマネージャーが見通しを作成しています。

2月の米国リート市場は、与党・民主党が財政調整法を活用して単独で追加経済対策を成立させる準備を進めたことなどを受け

て、追加経済対策の成立期待が高まったほか、主要リートの決算発表が本格化する中で、良好な業績を発表するリートが散見された

ことなどが好材料となり、上昇しました。月後半に入ると、長期金利が上昇したことなどが嫌気され、上値が抑えられる場面もありました

が、新型コロナウイルスの新規感染者数が減少傾向となり、行動規制を緩和する州政府が増えたことなどから、続伸しました。しかし、

月末にかけては、長期金利が引き続き上昇したことなどを受けて、足元の低金利環境が持続することに懸念が拡がり、反落しました。

3月に入ってからは、月初は長期金利上昇への警戒感が続き、弱含みで推移しましたが、その後は、2月の雇用統計が良好な内容

となったほか、大規模な追加経済対策が早期に成立する見通しとなり、景気回復期待が高まったことなどから、反発しました。

当ファンドのマザーファンドである「USリート・マザーファンド」は、外貨建資産の運用指図に関する権限を米国の不動産運用会社で

あるリーフ アメリカ エル エル シーに委託しており、外貨建資産（米国リート等）の運用は同社が行っています。岡三アセットマネジ

メントでは、「USリート・マザーファンド」におけるドル資金の送回金を通じて外貨建資産総額のコントロールを行うとともに、同社の運

用についてのモニタリングを行っています。

為替につきましては、高水準のヘッジ比率を維持しました。

マザーファンドの運用につきましては、小売りセクターや住宅セクターなどのウェイトを引き上げた一方、データセンターセクターや

産業施設セクターなどのウェイトを引き下げました。

個別銘柄の入れ替えを行った結果、当作成基準日時点での保有銘柄数は前作成基準日比1銘柄減の36銘柄となっています。な

お、「USリート・マザーファンド」のポートフォリオ配当利回り（予想ベース、2月末時点）は3.3％となっています。

ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジありは、当期におきまして、1万口当たり10円（税引前）の収益分配を行いました。 な

お、前期に2,550円（分配金10円（税引前）落ち後）でありました基準価額は、当期には2,598円（分配金10円（税引前）込み）、前期比

48円高となりました。基準価額の変動要因をリート要因、ヘッジコスト要因、信託報酬等の要因に大別しますと、概ねリート要因で+52

円、ヘッジコスト要因で-1円、信託報酬等の要因で-3円となりました。

当ファンドは、「USリート・マザーファンド」の受益証券への投資を通じて米国リートへの投資を行うファミリーファンド方式での運用を

行っています。「USリート・マザーファンド」の運用につきましては、今後も資金動向に留意しながら、資金の送回金を行う予定です。

なお、為替につきましては、引き続き高水準のヘッジ比率を維持する予定です。

今後の運用方針につきましては、セクター配分については、新型コロナウイルスワクチンの普及により、旅行者の増加に伴う宿泊需

要の回復が期待されるホテルセクターや、経済正常化に伴う雇用情勢の改善が需要回復要因になると見込まれる住宅セクターなど

を参考指数に対してオーバーウェイトとする方針です。一方、在宅勤務の普及などの影響で業績回復に時間がかかると見込まれる

オフィスセクターに加え、コロナ禍の中で相対的に良好なパフォーマンスであった産業施設セクターやデータセンターセクターなどに

対して弱気な見方をしており、慎重な姿勢で臨みます。また、個別銘柄につきましては、質の高い資産を保有し、安定的なキャッシュ

フローが期待できる優良銘柄を中心に投資する方針です。

米国リート市場は、当面は一進一退の展開が想定されます。新型コロナウイルス感染者の減少傾向や、追加経済対策の成立、及

びワクチン接種の進展による経済正常化が見込まれます。こうした中、コロナ禍の悪影響が大きかったリートに対する事業環境改善

や業績回復への期待がリート価格の上昇要因になると考えられます。一方、長期金利の急上昇によるリートの債務負担増に対する

警戒感がリート価格の上値を抑える要因になると考えられます。ただ、今回の長期金利上昇の主因は景気回復期待であり、過去に

経済成長が加速した局面では、リートのパフォーマンスは長期金利が上昇した中でも良好でした。過去のリートの動きなどを踏まえる

と、中長期的には、景気回復によるリートのファンダメンタルズ改善に対する投資家の注目が集まり、米国リート市場は底堅い展開に

なると予想されます。
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　ファンド情報

設　定　日 2013年9月13日

償　還　日 原則として無期限

決　算　日 毎年9月12日（休業日の場合は翌営業日）

　ファンドの特色（1）

2005年4月1日

ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（１年決算型）

原則として無期限

毎月12日(休業日の場合は翌営業日)
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　ファンドの特色（2）
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　投資リスク（1）
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　投資リスク（2）

　お申込みメモ（1）
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　お申込みメモ（2）
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販売用資料

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　ファンドの費用

　委託会社および関係法人の概況

 委　 託　 会　 社 岡三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います。）

 受　 託　 会　 社 株式会社りそな銀行　 （ファンドの財産の保管及び管理を行います。）

リーフ アメリカ エル エル シー
（「ＵＳリート・マザーファンド」において、委託会社との運用委託契約に基づき、外貨建資産（不動産

投資信託証券等）の運用指図（外国為替予約取引の指図を除きます。）を行います。）

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第370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

 マザーファンドの
 委託先運用会社
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販売用資料

2021年3月12日現在

　以下は、ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジありの販売会社です。

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

（注） 販売会社によっては、現在、新規のお申込みを受け付けていない場合があります。

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

（金融商品取引業者）

岡三証券株式会社 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長（金商）第169号 ○

藍澤證券株式会社 関東財務局長（金商）第6号 ○ ○

阿波証券株式会社 四国財務局長（金商）第1号 ○

今村証券株式会社 北陸財務局長（金商）第3号 ○

エイチ・エス証券株式会社 関東財務局長（金商）第35号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

香川証券株式会社 四国財務局長（金商）第3号 ○

楽天証券株式会社 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

愛媛証券株式会社 四国財務局長（金商）第2号 ○

三京証券株式会社 関東財務局長（金商）第2444号 ○ ○

三晃証券株式会社 関東財務局長（金商）第72号 ○

（登録金融機関）

株式会社西京銀行 中国財務局長（登金）第7号 ○

株式会社十八親和銀行 福岡財務支局長（登金）第3号 ○

商号 登録番号

加入協会

　販売会社について（1）

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付
の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、
販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。
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販売用資料

2021年3月12日現在

　以下は、ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（１年決算型）の販売会社です。

ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり／ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(１年決算型)

　販売会社について（2）

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付
の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、
販売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

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

（金融商品取引業者）

岡三証券株式会社 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長（金商）第169号 ○

阿波証券株式会社 四国財務局長（金商）第1号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

香川証券株式会社 四国財務局長（金商）第3号 ○

楽天証券株式会社 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

愛媛証券株式会社 四国財務局長（金商）第2号 ○

（登録金融機関）

株式会社西京銀行 中国財務局長（登金）第7号 ○

商号 登録番号

加入協会

　ご注意

・

・

・

・ 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するもので
はありません。

本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資信
託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行ってい
ただきますようお願いします。投資信託説明書（交付目論見書）の交付場所につきましては「販売会社につい
て」でご確認ください。

本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、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。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な
投資成果を示すものではありません。

本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等によ
り、方針通りの運用が行われない場合もあります。
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