
作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

上記の評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、当ファンドの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。
最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

■設定・運用

※

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン
【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式

★★優秀ファンド賞（国際株式（グローバル・含む⽇本）型 部門）受賞★★ 

当ファンドは、2022年2⽉10⽇に発表された「モーニングスターアワード・ファンド オブ ザ イヤー
2021」において、優秀ファンド賞（国際株式（グローバル・含む⽇本）型 部門）を受賞いたしまし
た。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独⾃の定量分析、定性分析に基づき、2021
年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式（グロー
バル・含む⽇本）型 部門は、2021年12⽉末において当該部門に属するファンド371本の中から選
考されました。
Morningstar Award “Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパ
フォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより
評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有
権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく
複製、転載、引用することを禁じます。

モーニングスターアワード・
ファンド オブ ザ イヤー

2021
優秀ファンド賞

(国際株式（グローバル・
含む⽇本）型 部門)

受賞

 15枚組の1枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンド設定⽇：2005年07⽉22⽇ ⽇経新聞掲載名：グ好配当

基準価額・純資産総額の推移（円・億円） 基準価額・純資産総額

基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（円） 資産構成⽐率（％） 運用概況

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

 
マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

当⽉末
前⽉⽐

基準価額（円） 9,833 -28 
純資産総額（百万円） 55,849 -549 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2023/03/31 -0.2 
３カ⽉ 2023/01/31 -1.0 
６カ⽉ 2022/10/31 2.8 

■
■

グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

１年 2022/04/28 6.2 
３年 2020/04/30 79.0 

設定来 2005/07/22 217.7 
■

■

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
値です。
ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
費用がかかる場合があります。
騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐
96.6 +0.7 

第207期 2023/01/10 10 先物等 0.0 0.0 
第206期 2022/12/08 10 株式

現⾦等 3.4 -0.7 
第209期 2023/03/08 10 合計 100.0 

※
※

この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五⼊して表示しています。
この資料に記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

第210期 2023/04/10 10 
設定来累計 8,550 
※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去

の実績を示したものであり、将来の分配をお約
束するものではありません。

当月末の基準価額は、9,833円（前月比
-28円）となりました。当月は10,000口
当たり10円の分配（税引前）を実施しま
した。
また、税引前分配⾦を再投資した場合の
月間騰落率は、-0.2％となりました。

0.0 
第208期 2023/02/08 10 
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 15枚組の2枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

当⽉末：4,169.5　　前⽉末：4,109.3　　騰落率：1.5% 当⽉末：134.1　　前⽉末：133.5　　騰落率：0.4%

当⽉末：7,870.6　　前⽉末：7,631.7　　騰落率：3.1% 当⽉末：148.0　　前⽉末：145.7　　騰落率：1.6%

当⽉末：7,309.2　　前⽉末：7,177.8　　騰落率：1.8% 当⽉末：89.0　　前⽉末：89.7　　騰落率：-0.8%

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

※
※
※

DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
為替レートは一般社団法人　投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。
作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

市場動向
S&P500 円/アメリカドル（円）

FT100 円/ユーロ（円）

S&P/ASX200インデックス 円/オーストラリアドル（円）
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 15枚組の3枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

基準価額の変動要因（円） 地域・国構成⽐率（％）

ポートフォリオ特性値（％）

組⼊上位10通貨（％） 組⼊上位10業種（％）

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

計 インカム キャピタル 当⽉末 前⽉⽐
株式 -74 +14 -88 北⽶ 33.7 +0.8 
先物等 0 0 0 アメリカ 33.7 +0.8 

0.0 
分配⾦ -10 － － 欧州 33.5 +1.0 
為替 +65 － － カナダ 0.0

+0.8 
合計 -28 +14 -88 イギリス 8.6 +0.1 
その他 -9 － － フランス 16.0

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概
算値です。

スイス 2.1 -0.0 
その他 6.8 +0.1 

アジア・オセアニア 29.5

台湾 5.9 -0.4 
当⽉末 前⽉⽐ その他 9.0 +0.1 

-1.1 
中国 4.9 -1.0 
⽇本 9.7 +0.2 

当⽉末 前⽉⽐ 当⽉末 前⽉⽐

配当利回り 3.1 +0.1 ※ Bloombergのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
※
※

※

各組⼊銘柄の数値を加重平均した値です。
配当利回りはBloombergのデータを基にした直近配当
利回りです。Bloombergに配当情報がない銘柄は除い
て算出しています。
上記は将来の運用成果をお約束するものではありませ
ん。

13.1 +0.8 
2 ユーロ 21.1 +0.9 2 半導体・半導体製造装置 12.7 -1.0 
1 アメリカドル 33.7 +0.8 1 エネルギー

8.8 +0.1 
4 ⽇本円 9.7 +0.2 4 公益事業 7.4 +0.2 
3 香港ドル 11.0 -0.9 3 資本財

7.4 -0.0 
6 台湾ドル 5.9 -0.4 6 一般消費財・サービス流通・⼩売り 5.7 -0.7 
5 イギリスポンド 8.6 +0.1 5 素材

3.8 -0.2 
8 スイスフラン 2.1 -0.0 8 医薬品・バイオテクノロジー 3.6 +0.3 
7 オーストラリアドル 3.0 -0.0 7 銀⾏

 ※ 業種は、外国株式がGICS（世界産業分類基準）による分類、国内株式が東証業種分類です。

 

3.3 +0.2 
10 ⾦融サービス 2.5 +0.0 

9 スウェーデンクローナ 1.7 +0.0 9 商業・専門サービス
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 15枚組の4枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

組⼊上位10銘柄（％） （組⼊銘柄数　55）
銘柄

国・地域/業種

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

配当
利回り ⽐率 コメント

1
TOTALENERGIES SE

6.4 5.6
フランスの大⼿総合石油。石油およびガスの探査と生産を世界的に展開している。また燃
料の精製や化学品の生産事業も⾏っており、事業内容は地域および製品の両⾯で多⾯
的に展開しており、安定した業績とキャッシュフローが期待できる。

フランス
エネルギー

2
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

2.2 4.8
半導体の設計を⾃前で⾏わず、受託製造に特化する”ファウンドリ”と呼ばれる業態のパイオ
ニアであり、世界トップシェアを誇る。最先端技術への積極的な投資を⾏いつつ、優良顧客
との強固な関係のもとで、⾼い収益性を実現。近年は配当⽀払いに積極的になっている。

台湾
半導体・半導体製造装置

3
CHEVRON CORP

3.4 4.2 世界的総合エネルギー会社。石油・天然ガスの生産、輸送のほか、燃料の精製、販売、
供給や、化学事業、鉱山経営、発電、エネルギーサービスも⼿掛ける。アメリカ

エネルギー

4
EXXON MOBIL CORP

3.0 3.3 石油化学メーカー。世界規模で石油とガスの探査・生産に従事するほか、発電、石炭を含
む鉱山事業などを⼿掛ける。ガソリンや潤滑油、化学品の製造、販売も⼿掛ける。アメリカ

エネルギー

5
TEXAS INSTRUMENTS INC

2.9 3.2
半導体メーカー。主⼒のアナログ半導体の市場は拡大途上にあり、中⼼となる産業向け、
⾃動⾞向けともに好調に推移している。⾼い収益性は健在で優れたキャッシュフロー創出
⼒を有している。

アメリカ
半導体・半導体製造装置

6
ASTRAZENECA PLC

2.0 3.1 製薬大⼿。医薬・医療製品の研究、製造、販売を⼿掛ける。循環器系、呼吸器系、がん
分野において事業を展開している。イギリス

医薬品・バイオテクノロジー

7
ANALOG DEVICES INC

1.7 2.9
半導体製造大⼿。⾼成⻑が期待されるEVやクリーンエネルギー市場向けにアナログ半導
体を製造。同社のアナログ半導体は利益率が⾼く、IOTの流れの中で、様々な産業におい
て需要増加が⾒込まれることから、今後も安定して⾼い利益成⻑が⾒込まれる。

アメリカ
半導体・半導体製造装置

8
HOME DEPOT INC

2.6 2.9
建築資材およびリフォーム用品を⼿掛ける⼩売チェーン。多岐にわたる建築資材、ガーデニ
ング関連用品、および各種サービスを提供する。⽶国、カナダ、メキシコ、中国などで事業を
展開する。

アメリカ
一般消費財・サービス流通・⼩売り

9
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS

7.5 2.8 中国美東汽⾞控股（チャイナ･メイドン･オート･ホールディングス）は、⾃動⾞の販売およ
び保守に従事する中国の⾃動⾞販売代理店。中国

一般消費財・サービス流通・⼩売り

※
※

配当利回りはBloombergのデータを基にした直近配当利回りです。
上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

※ 組⼊銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を⾏うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

10
SCHNEIDER ELECTRIC SE

1.8 2.7
電気機器、設備メーカー。多岐にわたる最終市場に対してデジタル化対応のソリューション
を提供している。景気サイクル変動に対しても、コストマネジメントを通じて安定した利益・配
当成⻑を実現。

フランス
資本財

 15枚組の5枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

ファンドマネージャーコメント
＜市場動向＞
【株式市場】
⽶国株式市場は⼩幅に上昇しました。月初の弱いISM（全⽶供給管理協会）景況指数を受けて景気減速への警戒
感が上値を抑えましたが、その後発表された消費者物価指数の上昇率が予想以下となったことで、利上げ打ち⽌
め期待が下⽀え要因となりました。1ー3月期の決算発表は、景気減速の影響が懸念されたものの、全体では概
ね事前予想に沿った内容となりました。IT関連では、マイクロソフトが堅調なクラウド事業を主因に良好な決算
となる⼀⽅で、半導体関連銘柄は目先の需給⾒通しにともなう業績への不透明感が⾼まり下落する銘柄が散⾒さ
れるなど、まちまちの動きとなりました。欧州株式市場も上昇しました。ECB（欧州中央銀⾏）の⾦融引き締め
継続の可能性が⾼いものの、域内の景況感指数には回復が⾒られます。個別企業の業績からも、⾼級消費財の
LVMHが⼤幅な増収を発表したことや今夏の旅⾏需要の回復がうかがわれるなど、新型コロナからの「経済再
開」にともなう旺盛な個⼈消費が⽀援材料になりました。

アジア・オセアニア株式市場は、まちまちな動きとなりました。⾹港市場は下落しました。⼀部の⼤⼿インター
ネット企業の主要株主による株式売却観測が嫌気されたほか、バイデン⽶⼤統領が⽶国企業による中国の特定分
野への投資を制限する⼤統領令に署名するとの報道から、⽶中関係悪化懸念が⾼まりました。オーストラリア市
場は上昇しました。RBA（オーストラリア準備銀⾏）が市場の事前予想通り政策⾦利を据え置いたほか、RBAの
ロウ総裁が今後の利上げに対して慎重な姿勢を⽰したことなどが好感されました。その他の市場では、半導体製
品の需給改善期待もあって、韓国市場が堅調でした。

【為替市場】
⽶ドル/円は、⽶ドル⾼・円安となりました。⾦融不安が和らぎ、リスクセンチメント（投資家⼼理）が改善し
たことや、⽇銀が月末の⾦融政策決定会合で⼤規模な⾦融緩和策の維持を決めたことが、⽶ドル⾼・円安要因と
なりました。ユーロ/円は、ユーロ⾼・円安となりました。⾦融不安が和らいだことに加え、ECB⾼官からタカ
派（インフレ抑制を重視する⽴場）的な発⾔が相次ぐ中、利上げ継続が⾒込まれるECBと⼤規模な⾦融緩和策を
続ける⽇銀との⽅向性の違いが意識され、ユーロ⾼・円安が進みました。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 15枚組の6枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

ファンドマネージャーコメント
＜運用経過＞
当ファンドは、ディフェンシブ（景気変動の影響を受けにくい）業種に軸足を置き、減配リスクを考慮した運用
を⾏いました。当月は、⽶国での銀⾏破綻を発端とした⾦融不安による業績下⽅修正リスクが⼤きいと判断した
⽶国の⼤⼿銀⾏を⼀部売却しました。⼀⽅、収益の景気連動性が低いコンサルティング会社を買い増しました。

＜市場⾒通し＞
⽶国株式市場は、レンジを徐々に切り上げる動きを予想します。インフレのピークアウトにより、FRB（⽶連邦
準備制度理事会）による利上げも終盤に差し掛かりつつあることから、⾦融引き締めに対する警戒感は緩和して
いくことが期待できます。足元で景気減速が進展していることから全体の企業業績は停滞しているものの、下半
期における企業業績の更なる下⽅修正は避けられるとの判断です。インフレ圧⼒の緩和とともに、⾦融政策の変
化への期待から、株式市場は下値を徐々に切り上げていく動きが予想されます。欧州株式市場も、緩やかな上昇
を予想します。中国の政策対応や域内景気の安定化が⽀援材料となる⾒込みです。ただし、欧⽶ともに銀⾏シス
テムの動揺による信用収縮の動きはリスク要因として留意する必要があるでしょう。

アジア・オセアニア株式市場は、主要企業の業績拡⼤⾒通しに沿って安定化すると予想します。3月の⽶国中堅
銀⾏の破綻を受けて世界の⾦融市場に緊張が⾛りましたが、預⾦保護など⽶国⾦融当局の迅速な対応により、落
ち着きを取り戻しました。今回の事態により、⽶国の利上げ余地が縮⼩し、⽶ドル⾼・アジア通貨安の圧⼒が弱
まっていることは、むしろアジア・オセアニア株式市場にとっては好材料と⾔えます。当社では、欧⽶経済は深
刻な景気後退は回避される⼀⽅、中国経済は正常化、拡⼤が続くとの⾒通しを維持しています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 15枚組の7枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

ファンドマネージャーコメント
＜今後の運用⽅針＞
先進国株式市場は年初から下値を切り上げる展開となっています。今後の⾦融政策に対する不透明感が継続する
中、⼤⼿IT企業を中⼼に1ー3月期の決算発表にて予想を上回る内容が続いていることが背景の⼀つです。つま
り、業績悪化への過度な懸念が後退したことで、年後半からの企業業績の上⽅修正期待が株価を押し上げていま
す。運用チームは、⾦融引き締めによる景気への影響は始まったばかりであり、景気全般により慎重な⾒⽅を維
持すべきと考えています。破綻した⽶国の⾦融機関で⾒られたような急速な預⾦の流出は、銀⾏の貸し出し姿勢
をより慎重にさせるきっかけとなり、景気減速とともに資⾦繰りに苦労する事業会社が出現する可能性がありま
す。引き続きディフェンシブ（景気変動の影響を受けにくい）業種に軸足を置き、減配リスクを考慮した運用を
⾏います。
当ファンドは、主に配当利回りに着目し、財務の安定性や流動性を⼗分に考慮したうえで、世界各国の市場平均
と比べて相対的に配当利回りの⾼い銘柄を中⼼に投資します。また、企業の収益動向や配当政策などに注目し、
不透明な経済環境でも増配の継続が⾒込める企業へも投資します。引き続き、以下の3点を重視します。
1.「経営実績や経営陣などの「会社の質」と配当実績が優れていること」
2.「数年先までの成⻑持続性、売上やキャッシュフロー成⻑の確実度が⾼いこと」
3.「今後の資本政策、特に配当を含む株主還元のスタンスが明確なこと」
「好配当株」企業への投資は、足元の相対的な配当利回りが⾼いだけではなく、今後、⻑期にわたり増配が続く
という、「配当の成⻑」が重要です。
優れた経営を実践している「質の⾼い」企業は配当政策など株主還元への姿勢も明確であり、投資家は定期的に
配当収⼊を受け取りながら中⻑期の企業価値の成⻑（キャピタルゲイン）からも恩恵を受けることができます。
⾦融政策の「引き締め局⾯」では、株式市場の変動性は⾼くなりがちです。このような環境の下、安定的な値動
きや配当収益という安⼼感を通じた「好配当株」投資が引き続き注目される展開を予想します。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 15枚組の8枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンドの特色
1. グローバル好配当株マザーファンドへの投資を通じて、世界各国・地域の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収⼊の確保と

中⻑期的な値上がり益の獲得を目指します。
●主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの⾼い銘柄を中⼼に投資します。
●株式への組⼊れは原則として⾼位に保ちます。

2. 3つの地域に均等投資します。
●北⽶地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資⽐率は、概ね均等とすることを基本とします。

3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。

4. 毎⽉分配を⾏うことを目指します。
●決算⽇は毎⽉8⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）とします。
●委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。

※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク
基準価額の変動要因

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者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。
●運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク
【株価の下落は、基準価額の下落要因です】
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、
個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因と
なります。

■ 信用リスク
【債務不履⾏の発生等は、基準価額の下落要因です】
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品において債務不履⾏が発生あるいは懸念される場合、またはその発⾏体が経営不安や倒産等
に陥った場合には、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基
準価額が下落する要因となります。

■ 為替変動リスク
【円⾼は基準価額の下落要因です】
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、
当該現地通貨が対円で下落する（円⾼となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

■ カントリーリスク
【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】
海外に投資を⾏う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資⾦の回収が
困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

 15枚組の9枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

投資リスク
■ 流動性リスク

【市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱
が生じた場合等に、⼗分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基
準価額が下落する要因となります。

その他の留意点
● ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等

に、一時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消し
となる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性等があります。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

 15枚組の10枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

分配⾦に関する留意事項

■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、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、
基準価額は下がります。

■分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合が
あります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と比べて下落することになります。
また、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すものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積⽴⾦および④収益調整⾦です。
分配⾦は、分配⽅針に基づき、分配対象額から⽀払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではありませんのでご留意ください。

■投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合が
あります。ファンド購⼊後の運用状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

普通分配⾦：個別元本（投資者のファンド購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）：個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

(注)

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

 15枚組の11枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

お申込みメモ
購⼊単位

お申込みの販売会社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
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。
換⾦単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦

原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇目からお⽀払いします。
信託期間

無期限（2005年7⽉22⽇設定）
決算⽇

毎⽉8⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配

決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一⽅のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係
●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適用はありません。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

 15枚組の12枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
○ 購⼊時⼿数料

購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。

○ 信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
○ 運用管理費用（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.188％（税抜き1.08％）の率を乗じた額です。
○ その他の費用・⼿数料

以下のその他の費用・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法人等に⽀払われるファンドの監査費用
●有価証券の売買時に発生する売買委託⼿数料
●資産を外国で保管する場合の費用　　　等
※上記の費用等については、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。
※監査費用の料率等につきましては請求目論⾒書をご参照ください。

※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有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。

税⾦
分配時

所得税及び地⽅税　配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時

所得税及び地⽅税　譲渡所得として課税　換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることを

お勧めします。

委託会社・その他の関係法人等
委託会社 ファンドの運用の指図等を⾏います。

　三井住友DSアセットマネジメント株式会社　　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第399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、
　　　　　　　　　　　　一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会
　ホームページ　：　https://www.smd-am.co.jp
　コールセンター ：　0120－88－2976　［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
　三井住友信託銀⾏株式会社

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

 15枚組の13枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

販売会社

備考欄について

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン
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ａｕカブコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○ ○
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ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○ ○ ※1
○

ＦＦＧ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑（⾦商）第5号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○

四国アライアンス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 四国財務局⻑（⾦商）第21号 ○

松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○ ○

楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○

めぶき証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第1771号 ○

株式会社あおぞら銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第8号 ○ ○ ※2
○

株式会社岩⼿銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第3号 ○

株式会社伊予銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第2号 ○

※3
株式会社ＳＢＩ新生銀⾏（ＳＢＩ証券仲介） 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○ ※3 ※4
株式会社関⻄みらい銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第7号 ○ ○ ※3

株式会社京都銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○

株式会社紀陽銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第8号 ○

株式会社熊本銀⾏ 登録⾦融機関 九州財務局⻑（登⾦）第6号 ○

株式会社三⼗三銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第16号 ○ ※3

株式会社荘内銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第6号 ○

株式会社⼗⼋親和銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号 ○

株式会社第四北越銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第47号 ○ ○

株式会社大東銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第17号 ○ ※3

株式会社筑波銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第44号 ○

株式会社筑邦銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第5号 ○

株式会社東京スター銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第579号 ○ ○ ※2
株式会社百⼗四銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第5号 ○ ○

○

株式会社福岡銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号 ○ ○

株式会社広島銀⾏ 登録⾦融機関 中国財務局⻑（登⾦）第5号 ○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第624号 ○ ○

株式会社三井住友銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第54号 ○ ○ ○

※1：「ダイレクトコース」でのお取扱いとなります。※2：新規の募集はお取り扱いしておりません。※3：ネット専用※4：委託⾦融商品取引業者　株式会社Ｓ
ＢＩ証券

岡崎信用⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第30号 ○

 15枚組の14枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／内外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

 当資料のご利用にあたっての注意事項
● 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売用資料であり、⾦融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運用⽅針・市場⾒通し

も変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき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。

● 当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場

環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関

でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）および契約締結前交付書⾯

等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求くだ
さい。また、当資料に投資信託説明書（交付目論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）が
優先します。

■設定・運用

マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン

 15枚組の15枚目です。


