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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド －メープル7－ （為替ヘッジあり）の運用実績・資産内容

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移
設定日（2015/5/12）～ 2021/3/31 決算日

◆基準価額騰落率
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7-10年カナダ国債ラダー・ファンド －メープル7－ （為替ヘッジなし）の運用実績・資産内容

◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移
設定日（2015/5/12）～ 2021/3/31 決算日

◆基準価額騰落率
期間 ファンド
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
5年

設定来

分配金
25円
25円
25円
25円

基準価額
純資産総額

分配金

30円
30円
30円
30円

330円

30円
30円

第7期('18/11)

第9期('19/11)
第8期('19/5)

第11期('20/11)-3.8% 
-5.0% 

-6.4% 

第10期('20/5)0.8% 

-11.8% 

8.8% 
-0.7% 

第7期('18/11)
第8期('19/5)

基準価額 9,052円
純資産総額 0.9百万円 第6期('18/5)
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設定来
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※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の
基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません

※分配金は1万口あたりの金
額（税引前）
※決算は、毎年5月、11月の
11日です(休業日の場合は、
翌営業日）
※分配対象額が少額な場合
には、委託会社の判断で分配
を行わないことがあります

※分配金は1万口あたりの金
額（税引前）
※決算は、毎年5月、11月の
11日です(休業日の場合は、
翌営業日）
※分配対象額が少額な場合
には、委託会社の判断で分配
を行わないことがあります
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設定・運用

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料
ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（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。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投
資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資
信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運
用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。
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2021年3月末現在

コメント

※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい
は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来
の運用成果等を約束するものでもありません。

3月のカナダ10年国債利回りは、2月末の1.3％台半ばから1.5％台半ばへと上昇しました。カナダでは、
米国における新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や財政支出への期待感の高まり、カナダの雇用統
計の上振れ、原油価格の上昇などを受けて月前半に金利は上昇しました。月後半には、欧州圏において
新型コロナウイルスの感染者数の増加を受けロックダウン（都市封鎖）措置が導入されたことや、原油価格
が反転し下落に転じたことなどを背景に金利の上昇幅を縮めました。
カナダドル円相場は、2月末の84円台前半から87円台後半へと上昇しました。債券同様に米国の追加経

済対策への期待などを背景としたリスク選好の動きやカナダの堅調な経済指標などを受けて、カナダドル
高・円安となりました。
ポートフォリオについては、残存期間が7年～10年程度までのカナダ国債に投資し、残存期間毎の投資

金額がほぼ同額程度となるように維持しました。その後、投資している国債を全て売却し、安定運用に移行
しました。

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料
ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（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。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投
資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資
信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運
用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。

【繰上償還へ向けて】
当ファンドは、2021年4月28日をもって繰上償還をさせていただくこととなりました。
受益者の皆様には、これまで当ファンドにご愛顧賜りましたことを深く感謝いたします。
引き続き弊社並びに弊社投資信託により一層のお引き立てを賜りますよう何卒お願い申し上げます。
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ファンドの目的

ファンドの特色

投資リスク　（詳しくは 新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

分配金に関する留意事項

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主としてカナダ国債に投資することで、信託財産の成長を目指し
て運用を行います。

１．カナダ国債に投資します。
  ・７-１０年カナダ国債ラダー・マザーファンドへの投資を通じて、主として、カナダ国債に投資します。
  ・カナダ国債への投資に当たっては、残存期間が７～１０年程度のカナダ国債に投資し、原則として、各残存期間
    毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用を目指します。
  ・カナダ国債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。

２．「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の２つのファンドからお選びいただけます。
   【為替ヘッジあり】…原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指します。
   【為替ヘッジなし】…原則として、対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。
  ・各ファンド間でスイッチングが可能です。スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせく
    ださい。

３．毎年５月、１１月の１１日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として分配を目指します。
  ・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。

○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。

  ■金利変動に伴うリスク　■信用リスク　■流動性リスク　■為替リスク　■カントリーリスク

○分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、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。

○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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の基準価額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。

○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。

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料
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ファンドの費用　（詳しくは 新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

投資者が直接的に負担する費用
● 購入時手数料

● 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）

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

※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。

お申込みメモ　（詳しくは 新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）

● 信託期間 ２０２１年４月２８日まで（２０１５年５月１２日設定）
※当ファンドの信託期間は２０２５年５月１２日まででしたが、信託を終了（繰上償還）することとなったため、
   信託期間は２０２１年４月２８日までとなりました。

● 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
● 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。

以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。
●モントリオール取引所のカナダ国債先物取引の休業日
●モントリオールの銀行の休業日

● 決算日 毎年５月、１１月の１１日（休業日の場合は翌営業日）
● 収益分配 年２回決算を行い、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。）
分配金支払いコース：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。

購入価額に０．５５％（税抜き０．５％）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。
購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。

ファンドの純資産総額に年０．４７３％（税抜き０．４３％）の率を乗じた額とします。運用管理費用（信託
報酬）は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき
に、信託財産から支払われます。

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。

● その他の費用・
　　手数料

● 申込不可日

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料
ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（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。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投
資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資
信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運
用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。
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追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取り扱われます） 月次開示資料

7-10年カナダ国債ラダー・ファンド －メープル7－（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし） （5／5）

投資信託に関する留意点

委託会社およびその他の関係法人

■委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
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　関東財務局長（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

■受託会社（ファンドの財産の保管および管理を行う者）
三井住友信託銀行株式会社

■販売会社

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

一般社団法人
第二種金融商
品取引業協会

○投資信託をご購入の際は、 新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。

　 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。

○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。

○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。

○投資信託は預金、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。

○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

取扱販売会社名 登録番号
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

三井住友DSアセットマネジメントでは、インターネットによりファンドのご案内、運用実績等の情報提供を行っております。 https://www.smd-am.co.jp

■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料
ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（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。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投
資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資
信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運
用成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
■当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から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。


