
（2019年9月）

大和証券投資信託委託株式会社は、2020年4月1日付で、
商号を「大和アセットマネジメント株式会社」に変更します

■当資料は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。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・
保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利
はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、
投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点
のものであり、予告なく変更されることがあります。

■分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配を
お約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

■当資料は大和証券投資信託委託株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたって、
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。

■投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
て、投資元本が保証されているものではありません。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は異なります。

■投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象
ではありません。証券会社以外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。



大和投資信託からのメッセージ

私どもは、相対的に安定性が高いと考えられるわが国の債券に投資するファンドを

提供させていただいております。

わが国は、長く低金利状態が続いておりますが、債券の種類や残存期間によっては、

魅力的なものがあります。

当ファンドでは、投資対象の異なるさまざまな債券ファンドと資金待機用のマネー

ファンドからなる４つのコースを用意することで、お客さまの幅広いニーズにお応え

することができるものと考えております。

円資産による安定性の高い運用をお考えのお客さまで、このような趣旨にご賛同いた

だけるお客さまの資産運用、資産形成の一助となれば幸いです。
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ファンドのポイント

1 相対的に安定性が高い日本国債等に投資します。
 日本国債や住宅金融支援機構債（以下、機構債という場合があります）など相対的に安定性が高い円建ての債券を

投資対象とします。
 利回りや投資方法など特徴の異なる3つのコースおよびマネーコースをご用意しています。

2 各コースの間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。
 スイッチング（乗換え）手数料はありません。

※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。

日本国債コース
超長期国債＆

住宅金融支援機構債
コース

マネーコース超長期国債コース

詳細は3ページをご覧ください。

 残存期間10年程度までの
日本国債への等金額投資

 残存期間18年程度から20年
程度までの日本国債への
等金額投資

 「残存期間18年程度から20年
程度までの日本国債」および
「住宅金融支援機構債」に均等
投資（それぞれ50%程度）

 残存期間1年未満の円建ての
債券およびコマーシャル・ペーパー
などへ投資

詳細は4ページをご覧ください。 詳細は5ページをご覧ください。
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－POINT－
 日本国債での運用。
 最長10年の残存期間で等金額投資。
 3コースの中では相対的に利回りが低いものの、

ある程度、金利変動の影響を抑えられます。

日本国債のイールドカーブ（利回り曲線）

「日本国債コース」について

（年限）

（％）

（出所）大和総研BI Poetより算出

当コースの投資対象年限

日本国債コース 超長期国債コース 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

利回り低 高
大小 金利変動時の価格変動

当コースの運用状況（基準日：2019年8月30日）
基準価額・純資産の推移 主要な資産の状況

※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率
0.1836%（税込）です。※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（「ファンドの費用」をご
覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換
金時の費用・税金等は考慮していません。※比率は、純資産総額に対するものです。※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高
いものを採用し、算出しています。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆･保証するものではありません。

分配の推移（1万口当たり、税引前）

（2019年8月末時点）

当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日2019年8月30日現在

決算期 第1期（’17/9） 第2期（’18/3） 第3期（’18/9） 第4期（’19/3）

分配金 0円 0円 0円 0円

設定来分配金
合計額

0円

基準価額 10,090 円
純資産総額 115百万円
期間別騰落率
期間
1カ月間
3カ月間
6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来

ファンド
+0.5 % 
+0.7 % 
+0.9 % 
+1.5 % 

----- 
----- 

+1.0 % 
+0.9 % 
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純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額

資産別構成
直接利回り（％）

国内債券 最終利回り（％）
国内債券先物 修正デュレーション
コール・ローン、その他 残存年数
合計

債券 格付別構成

国債 AAA
AA
A
BBB
BB以下

債券 ポートフォリオ特性値
資産 銘柄数 比率 0.2

10 98.4% -0.3 
--- --- 4.7

1.6% 4.8
10 100.0%

合計100.0%
種別 比率 格付別 比率

98.4% 100.0%

債券 種別構成 合計98.4%

---
---

---
---

※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債
券等の各特性値（直接利回り、最終利回り
等）を、その組入比率で加重平均したものです。
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		13				43707.0
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		15				基準価額 キジュンカガク														10,090 円

		16				純資産総額 ジュンシサンソウガク														115百万円

		17

		18				期間別騰落率

		19				期間 キカン														ファンド

		20				1カ月間 ゲツ														+0.5 %

		21				3カ月間														+0.7 %

		22				6カ月間														+0.9 %

		23				1年間														+1.5 %

		24				3年間														0.0 %

		25				5年間														0.0 %

		26				年初来 ネンショライ														+1.0 %

		27				設定来 セッテイライ														+0.9 %

		28

		29				※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率0.1836%（税込）です。

		30				※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ブンパイキンサイトウシ

		31

		32

		33
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		36				決算期（年/月）																												分配金														資産別構成 シサンベツコウセイ																																										債券 ポートフォリオ特性値 サイケントクセイチ
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		39				第2期																(18/03)												0円														国内債券先物																								---								---										修正デュレーション																																4.7

		40				第3期																(18/09)												0円														コール・ローン、その他																																161.2%										残存年数																																4.8

		41				第4期																(19/03)												0円														合計																								10								10000.0%										※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

		42				0																0												0円

		43				0																0												0円

		44				0																0												0円														債券 種別構成 サイケンタネベツコウセイ																												合計9838.8%														債券 格付別構成 サイケンカクヅケベツコウセイ																												合計10000.0%

		45				0																0												0円														種別 シュベツ																																比率 ヒリツ										格付別 カクヅケベツ																																比率 ヒリツ

		46				0																0												0円														国債																																9838.8%										AAA																																10000.0%
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		51				分配金合計額																				設定来： 0円

		52																								直近12期：

		53				※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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		61				※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。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、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社
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		4				銘柄名																																																																				利率（％） リリツ																				償還日 ショウカンビ																				比率
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		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30

		17/5/31		17/5/31		17/5/31

		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

9999

9999

19998002

10001

10001

20002895

10004

10004

28623783

10005

10005

217457161

10006

10006

303461605

10003

10003

303370195

9992

9992

303036550

9991

9991

313005702

9989

9989

408881152

9990

9990

418960780

9987

9987

418832998

9997

9997

449218176

9997

9997

459215851

10001

10001

484919326

10005

10005

570631590

10008

10008

570850776

10003

10003

580563133

10005

10005

582179984

10004

10004

632118882

10003

10003

632599584

9997

9997

632217542

9993

9993

631971706

9988

9988

631646248

9994

9994

602113266

9997

9997

413598793

9998

9998

523573184

10004

10004

533884132

10002

10002

533822564

10007

10007

534096182

10014

10014

584466353

10013

10013

574379037

10017

10017

529548273

10019

10019

499587905

10016

10016

500474616

10021

10021

500721405

10019

10019

500601021

10017

10017

480459638

10011

10011

480212781

10014

10014

480353929

10012

10012

480255684

10010

10010

480157440

10014

10014

480346466

10014

10014

480339002

10010

10010

500155975

10006

10006

499940956

10003

10003

499773830

9998

9998

499521903

9993

9993

499279978

9996

9996

499426999

9995

9995

499419244

9993

9993

499317917

9991

9991

499215596

9989

9989

499114300

9993

9993

499311189

9990

9990

499153830

9992

9992

479251002

9990

9990

479152785

9990

9990

479150304

9995

9995

479387162

9994

9994

479331848

9996

9996

479425102

9993

9993

479279016

9992

9992

479228667

9992

9992

479237160

9990

9990

479181849

9992

9992

489275104

9989

9989

489125978

9978

9978

488585939

9983

9983

488827729

9981

9981

464767404

9978

9978

468635591

9977

9977

468586294

9981

9981

468771339

9981

9981

478769907

9981

9981

478764461

9980

9980

478714115

9979

9979

478663769

9979

9979

478661291

9979

9979

478706681

9980

9980

478747114

9985

9985

479083973

9982

9982

478937868

9979

9979

478792777

9968

9968

478263672

9971

9971

478399869

9971

9971

488409392

9964

9964

458208166

9957

9957

464813548

9957

9957

474857721

9955

9955

474755182

9956

9956

474810303

9960

9960

474998169

9963

9963

475138453

9963

9963

475135992

9968

9968

445029017

9966

9966

454938622

9966

9966

454936266

9969

9969

455070542

9971

9971

455154560

9970

9970

456306658

9965

9965

449094853

9968

9968

449227410

9968

9968

443267451

9968

9968

437370528

9966

9966

437324475

9966

9966

417411139

9969

9969

417534319

9969

9969

418532157

9968

9968

419478404

9968

9968

419476231

9972

9972

419641986

9973

9973

419681795

9975

9975

419767062

9978

9978

419891861

9981

9981

431016629

9979

9979

430928236

9983

9983

431141407

9985

9985

431220872

9984

9984

431175558

9985

9985

431216407

9991

9991

431472655

9998

9998

431771984

10000

10000

421853439

10004

10004

422019578

10001

10001

411855036

10001

10001

411852903

10005

10005

412015086

10005

10005

412019661

10002

10002

411935369

10003

10003

411974315

10003

10003

412972182

10011

10011

413299466

10007

10007

423128334

9998

9998

422756575

9996

9996

422670038

9988

9988

422330454

9996

9996

432616310

9991

9991

432392511

9990

9990

431347107

9989

9989

431401274

9993

9993

431571344

9992

9992

431564645

9990

9990

431476260

9981

9981

431086346

9970

9970

430610283

9974

9974

440820144

9968

9968

440548828

9970

9970

460512604

9981

9981

461016939

9983

9983

461106684

9979

9979

460921061

9978

9978

460911517

9975

9975

460780934

9974

9974

460732484

9974

9974

460730099

9975

9975

450764998

9972

9972

450628469

9972

9972

450746137

9973

9973

800599981

9970

9970

800355679

9971

9971

450682355

9971

9971

450680021

9972

9972

430780752

9973

9973

429821299

9972

9972

429819073

9973

9973

444855376

9975

9975

444942029

9974

9974

444895247

9976

9976

445032662

9990

9990

445646188

9991

9991

445688363

9994

9994

445819501

9990

9990

430606177

9985

9985

430389052

9979

9979

430177475

9980

9980

430218229

9983

9983

430344941

9983

9983

423355610

9987

9987

423522541

9988

9988

423558246

9991

9991

423682895

9994

9994

423807543

9991

9991

423676315

9986

9986

423458329

9986

9986

423456137

9989

9989

420631298

9984

9984

420419203

9985

9985

420500993

9981

9981

420377287

9978

9978

420249147

9980

9980

420629337

9980

9980

420627159

9982

9982

420709015

9981

9981

415669464

9983

9983

415760348

9984

9984

415799714

9983

9983

465756043

9983

9983

465753633

9986

9986

465886928

9985

9985

465838005

9978

9978

465510019

9976

9976

465414588

9979

9979

465551710

9982

9982

465730522

9980

9980

465735089

9975

9975

465500089

9974

9974

465451162

9977

9977

465588307

9974

9974

465434293

9974

9974

465472697

9969

9969

465230459

9960

9960

464809374

9965

9965

465049565

9963

9963

465000639

9962

9962

464946898

9961

9961

464898968

9957

9957

464710483

9959

9959

464801116

9960

9960

464845229

9961

9961

464884527

9964

9964

465041678

9961

9961

464899711

9958

9958

464757746

9962

9962

464941418

9957

9957

464701599

9952

9952

465366826

9958

9958

465644059

9951

9951

465362006

9955

9955

465586840

9956

9956

465626223

9961

9961

465856864

9961

9961

465854452

9959

9959

465758819

9963

9963

455991811

9965

9965

456073593

9967

9967

456173483

9969

9969

456262349

9971

9971

456352208

9970

9970

459299505

9968

9968

459205302

9971

9971

449284370

9971

9971

446338888

9974

9974

446470397

9976

9976

446552676

9979

9979

496684185

9976

9976

496534806

9978

9978

496631433

9969

9969

496223283

9983

9983

496910011

9978

9978

496659425

9978

9978

496706454

9976

9976

496604677

9977

9977

496651709

9978

9978

496693592

9976

9976

496601814

9976

9976

507638401

9977

9977

507686475

9980

9980

507836951

9981

9981

456899396

9981

9981

456897029

9983

9983

456988498

9987

9987

457175548

9986

9986

457122834

9980

9980

451932666

9980

9980

451932316

9978

9978

451839743

9975

9975

451683149

9976

9976

451721246

9983

9983

452065572

9980

9980

451927884

9977

9977

451790194

9977

9977

461787855

9979

9979

461872911

9981

9981

461962748

9982

9982

462016470

9980

9980

461921849

9978

9978

461827229

9975

9975

461727828

9975

9975

461726432

9977

9977

461816269

9974

9974

461675536

9965

9965

461258117

9966

9966

461302038

9969

9969

461437992

9966

9966

461297259

9966

9966

461294870

9968

9968

461384710

9976

9976

461744069

9973

9973

461634200

9973

9973

461668354

9971

9971

461573735

9971

9971

461571345

9971

9971

461568955

9972
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Bシート

		2019/08/30				資産別構成 シサンベツコウセイ								公社債種別構成 ベツコウセイ						格付別構成 カクヅベツコウセイ						ポートフォリオ特性値 トクセイアタイ						MF別構成 ベツコウセイ						組入上位銘柄 クミイジョウイメイガラ												残存期間別構成（ポート比） ザンゾンキカンベツコウセイ						平均残存期間 ヘイキンザンゾンキカン								ファンド

						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		10		9,838.8%				国債		9,838.8%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.2				日本国債0-10MF		9,990.3%				１２６  ５年国債		0.1		---		2020/12/20		1,029.4%				1年未満		1042.0%				年 ネン		4.6899238646						-1		20190731		0.5%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				---		---				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.3				---		---				１２２  ５年国債		0.1		---		2019/12/20		1,025.2%				1年以上2年未満		1046.2%				日 ヒ		1711.8222105694						-3		20190531		0.7%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		10		98.3880097531				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				161.2%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		4.7				---		---				３４９  １０年国債		0.1		---		2027/12/20		992.9%				2年以上3年未満		962.0%												-6		20190228		0.9%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		10.420099965		1年未満		1042.0%

						合計 ゴウケイ		10		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		4.8				---		---				３５２  １０年国債		0.1		---		2028/09/20		992.8%				3年以上4年未満		979.7%												-12		20180831		1.5%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		10.4623704684		1年以上2年未満		1046.2%

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		1739.9				---		---				３４１  １０年国債		0.3		---		2025/12/20		978.1%				4年以上5年未満		983.0%												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		9.6196585546		2年以上3年未満		962.0%

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				３４５  １０年国債		0.1		---		2026/12/20		971.7%				5年以上6年未満		987.2%												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		9.7967291535		3年以上4年未満		979.7%

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9359						---		---				３３７  １０年国債		0.3		---		2024/12/20		971.2%				6年以上7年未満		994.1%												年初来 ネンショライ		20181231		1.0%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		9.8302443299		4年以上5年未満		983.0%

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				３３２  １０年国債		0.6		---		2023/12/20		967.2%				7年以上8年未満		987.6%												設定来 セッテイライ				0.9%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		9.8716113309		5年以上6年未満		987.2%

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.2				---		---				３２７  １０年国債		0.8		---		2022/12/20		963.9%				8年以上9年未満		1009.2%																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		9.9408880873		6年以上7年未満		994.1%

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.3				---		---				１３０  ５年国債		0.1		---		2021/12/20		946.5%				9年以上10年未満		1009.0%												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		9.8762806033		7年以上8年未満		987.6%

														合計 ゴウケイ		9,838.8%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		4.7				合計 ゴウケイ		9,990.3%				合計 ゴウケイ								9,838.8%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		10.0918832878		8年以上9年未満		1009.2%

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		4.8																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		10.090233337		9年以上10年未満		1009.0%

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		1739.9										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１２６  ５年国債		0.1		---		2020/12/20		1,029.4%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				---												１２２  ５年国債		0.1		---		2019/12/20		1,025.2%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										３４９  １０年国債		0.1		---		2027/12/20		992.9%				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		98.3880097531				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										３５２  １０年国債		0.1		---		2028/09/20		992.8%				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		10		9,838.8%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										３４１  １０年国債		0.3		---		2025/12/20		978.1%				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		---										３４５  １０年国債		0.1		---		2026/12/20		971.7%				18年以上19年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.6%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										３３７  １０年国債		0.3		---		2024/12/20		971.2%				19年以上		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		10		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---										３３２  １０年国債		0.6		---		2023/12/20		967.2%																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		---		18年以上19年未満		---

																				B+		---																３２７  １０年国債		0.8		---		2022/12/20		963.9%				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				---		19年以上		---

																				B		---				---												１３０  ５年国債		0.1		---		2021/12/20		946.5%				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		1,025.2%												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		1,029.4%												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,838.8%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		946.5%												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		963.9%												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		10.2521285615		1年未満		1,025.2%

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		967.2%												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		10.2937181		1年以上2年未満		1,029.4%

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		971.2%												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		9.4645906987		2年以上3年未満		946.5%

																				9359																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		978.1%												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		9.6388070082		3年以上4年未満		963.9%

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		971.7%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		9.6717822653		4年以上5年未満		967.2%

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		992.9%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		9.7124819885		5年以上6年未満		971.2%

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		992.8%																														FR1		外国リート		0												6		～		7		9.7806427175		6年以上7年未満		978.1%

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,838.8%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		9.7170760404		7年以上8年未満		971.7%

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		9.9292028271		8年以上9年未満		992.9%

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		9.9275794565		9年以上10年未満		992.8%

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		10,000.0%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		---																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		---																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		---		18年以上19年未満		---

																				A-		---																																																																												19		～				---		19年以上		---

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				---						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		---				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		DB1		国内債券		10		0		0.00		113,336,715		98.39		113,336,715		98.39		115193625		113,336,715		98.39



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10MF		115,081,533		99.90		115193625



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		0001		国債		0		0.00		113,336,715		100.00		113,336,715		100.00		113,336,715		98.39		115193625		113,336,715		98.39



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		AAA		0		0.00		113,336,715		100.00		113,336,715		100.00		113,336,715		98.39		115193625				9359		日本国債0-10マザーファンド		AAA		113,335,539		100.00		113,335,539		115080339		113,336,715		100.00		98.39



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001260045		20181002000006		１２６  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20201220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		1.307		0.0995143699		-0.271		1.30958904		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		113,336,715		115193625				10.46

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003520067		20181220000005		３５２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20280920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		9.03		0.0961889921		-0.329		9.06575342		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		113,336,715		115193625				10.09

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001300045		20181002000007		１３０  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20211220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		2.307		0.0990599213		-0.308		2.30958904		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		113,336,715		115193625				9.62

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		20181002000015		３４９  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20271220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		8.288		0.0961732658		-0.37		8.31232877		0		0.00		9,358,207		8.12		9,358,207		8.12		113,336,715		115193625				8.26

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		20181002000013		３４１  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20251220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		6.261		0.2875766871		-0.376		6.31232877		0		0.00		8,137,044		7.06		8,137,044		7.06		113,336,715		115193625				7.18

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		20181002000011		３３７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20241220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		5.276		0.2895948568		-0.368		5.31232877		0		0.00		8,080,338		7.01		8,080,338		7.01		113,336,715		115193625				7.13

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		20181002000010		３３２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.6		20231220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		4.261		0.5762415605		-0.349		4.30958904		0		0.00		8,017,554		6.96		8,017,554		6.96		113,336,715		115193625				7.07

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		20181002000009		３２７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.8		20221220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		3.271		0.7709505821		-0.331		3.30958904		0		0.00		7,990,219		6.94		7,990,219		6.94		113,336,715		115193625				7.05

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20181002000014		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		7,255,015		6.30		7,255,015		6.30		113,336,715		115193625				6.40

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20181002000005		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		7,005,813		6.08		7,005,813		6.08		113,336,715		115193625				6.18

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		20190628045060		３４１  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20251220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		6.261		0.2875766871		-0.376		6.31232877		0		0.00		3,129,632		2.72		3,129,632		2.72		113,336,715		115193625				2.76

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		20190628045058		３３２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.6		20231220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		4.261		0.5762415605		-0.349		4.30958904		0		0.00		3,123,722		2.71		3,123,722		2.71		113,336,715		115193625				2.76

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		20190628045057		３２７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.8		20221220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		3.271		0.7709505821		-0.331		3.30958904		0		0.00		3,113,072		2.70		3,113,072		2.70		113,336,715		115193625				2.75

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20190628045061		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		3,109,292		2.70		3,109,292		2.70		113,336,715		115193625				2.74

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		20190628045059		３３７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20241220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		5.276		0.2895948568		-0.368		5.31232877		0		0.00		3,107,822		2.70		3,107,822		2.70		113,336,715		115193625				2.74

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20180611000002		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		2,802,325		2.43		2,802,325		2.43		113,336,715		115193625				2.47

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		20190628045062		３４９  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20271220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		8.288		0.0961732658		-0.37		8.31232877		0		0.00		2,079,602		1.81		2,079,602		1.81		113,336,715		115193625				1.83

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20190628045056		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		2,001,661		1.74		2,001,661		1.74		113,336,715		115193625				1.77

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20180928000004		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		829,145		0.72		829,145		0.72		113,336,715		115193625				0.73
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公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		DB1		国内債券		20201220		15		478		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		115193625		49.2039724073

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		DB1		国内債券		20191220		3		112		0		0.00		11,809,799		10.25		11,809,799		10.25		115193625		11.4823844462

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		DB1		国内債券		20271220		99		3034		0		0.00		11,437,809		9.93		11,437,809		9.93		115193625		301.2520224622

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		DB1		国内債券		20280920		108		3309		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		115193625		328.5036142495

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		DB1		国内債券		20251220		75		2304		0		0.00		11,266,677		9.78		11,266,677		9.78		115193625		225.3460103196

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		DB1		国内債券		20261220		87		2669		0		0.00		11,193,452		9.72		11,193,452		9.72		115193625		259.3487563917

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		DB1		国内債券		20241220		63		1939		0		0.00		11,188,160		9.71		11,188,160		9.71		115193625		188.32502441

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		DB1		国内債券		20231220		51		1573		0		0.00		11,141,277		9.67		11,141,277		9.67		115193625		152.137140584

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		DB1		国内債券		20221220		39		1208		0		0.00		11,103,291		9.64		11,103,291		9.64		115193625		116.436786567

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		DB1		国内債券		20211220		27		843		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		115193625		79.786498732



&L&F&C&P&R&A



組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20201220										1.00		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		115193625		11,857,707		10.29

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20191220										1.00		0		0.00		11,809,799		10.25		11,809,799		10.25		115193625		11,809,799		10.25

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20271220										1.00		0		0.00		11,437,809		9.93		11,437,809		9.93		115193625		11,437,809		9.93

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20280920										1.00		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		115193625		11,435,939		9.93

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.3		20251220										1.00		0		0.00		11,266,677		9.78		11,266,677		9.78		115193625		11,266,677		9.78

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20261220										1.00		0		0.00		11,193,452		9.72		11,193,452		9.72		115193625		11,193,452		9.72

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.3		20241220										1.00		0		0.00		11,188,160		9.71		11,188,160		9.71		115193625		11,188,160		9.71

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20231220										1.00		0		0.00		11,141,277		9.67		11,141,277		9.67		115193625		11,141,277		9.67

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.8		20221220										1.00		0		0.00		11,103,291		9.64		11,103,291		9.64		115193625		11,103,291		9.64

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20211220										1.00		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		115193625		10,902,605		9.46
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ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		0.248642192		-0.3244606774		4.7411352071		4.766763575		1739.8687058635		113,336,714																						20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		0.2486422198		-0.3244606707		4.7411352321		4.7667635833		1739.8687066817		113,335,539

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20180611000002		2,802,325		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		280003		-456779		857511		859892		313860400				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20180611000002		2,802,296		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		280000		-456774		857503		859883		313857152

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20181002000005		7,005,813		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		700007		-1141948		2143779		2149729		784651056				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20181002000005		7,005,740		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		700000		-1141936		2143756		2149707		784642880

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20190628045056		2,001,661		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		200002		-326271		612508		614208		224186032				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20190628045056		2,001,640		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		200000		-326267		612502		614202		224183680

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		20181002000006		11,857,707		0.0995143699		-0.271		1.307		1.30958904		20201220		478		1180012		-3213439		15498023		15528723		5667983946				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001260045		１２６  ５年国債		20181002000006		11,857,584		0.0995143699		-0.271		1.307		1.30958904		20201220		478		1180000		-3213405		15497862		15528562		5667925152

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		20181002000007		10,902,605		0.0990599213		-0.308		2.307		2.30958904		20211220		843		1080011		-3358002		25152310		25180537		9190896015				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001300045		１３０  ５年国債		20181002000007		10,902,492		0.0990599213		-0.308		2.307		2.30958904		20211220		843		1080000		-3357968		25152049		25180276		9190800756

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		20181002000009		7,990,219		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		6160064		-2644762		26136006		26444341		9652184552				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		３２７  １０年国債		20181002000009		7,990,136		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		6160000		-2644735		26135735		26444067		9652084288

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		20190628045057		3,113,072		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		2400025		-1030427		10182859		10302989		3760590976				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		３２７  １０年国債		20190628045057		3,113,040		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		2400000		-1030416		10182754		10302883		3760552320

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		20181002000010		8,017,554		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		4620048		-2798126		34162798		34552363		12611612442				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		３３２  １０年国債		20181002000010		8,017,471		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		4620000		-2798097		34162444		34552005		12611481883

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		20190628045058		3,123,722		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		1800018		-1090179		13310179		13461958		4913614706				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		３３２  １０年国債		20190628045058		3,123,690		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		1800000		-1090168		13310043		13461820		4913564370

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		20181002000011		8,080,338		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		2340024		-2973564		42631863		42925412		15667775382				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		３３７  １０年国債		20181002000011		8,080,254		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		2340000		-2973533		42631420		42924966		15667612506

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		20190628045059		3,107,822		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		900009		-1143678		16396869		16509772		6026066858				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		３３７  １０年国債		20190628045059		3,107,790		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		900000		-1143667		16396700		16509602		6026004810

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		20181002000013		8,137,044		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		2340024		-3059529		50946032		51363697		18747749376				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		３４１  １０年国債		20181002000013		8,136,960		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		2340000		-3059497		50945507		51363167		18747555840

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		20190628045060		3,129,632		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		900009		-1176742		19594626		19755266		7210672128				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		３４１  １０年国債		20190628045060		3,129,600		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		900000		-1176730		19594426		19755064		7210598400

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20180928000004		829,145		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		80001		-323367		6048613		6062981		2212988005				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20180928000004		829,136		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		80000		-323363		6048547		6062915		2212963984

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20181002000014		7,255,015		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		700007		-2829456		52925334		53051055		19363635035				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20181002000014		7,254,940		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		700000		-2829427		52924787		53050506		19363434860

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20190628045061		3,109,292		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		300003		-1212624		22682285		22736165		8298700348				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20190628045061		3,109,260		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		300000		-1212611		22682052		22735931		8298614940

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		20181002000015		9,358,207		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		900009		-3462537		77560820		77788493		28392800038				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		３４９  １０年国債		20181002000015		9,358,110		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		900000		-3462501		77560016		77787687		28392505740

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		20190628045062		2,079,602		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		200002		-769453		17235741		17286336		6309512468				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		３４９  １０年国債		20190628045062		2,079,580		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		200000		-769445		17235559		17286153		6309445720

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		20181220000005		11,435,939		0.0961889921		-0.329		9.03		9.06575342		20280920		3309		1100011		-3762424		103266529		103675403		37841522151				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003520067		３５２  １０年国債		20181220000005		11,435,820		0.0961889921		-0.329		9.03		9.06575342		20280920		3309		1100000		-3762385		103265455		103674324		37841128380
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4670

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 日本国債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4670		9,999				9,999		19,998,002																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4670		10,001				10,001		20,002,895																基準価額 キジュンカガク		10090						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4670		10,004				10,004		28,623,783																純資産総額 ジュンシサンソウガク		115193625

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4670		10,005				10,005		217,457,161																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		115百万円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4670		10,006				10,006		303,461,605																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		10090						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4670		10,003				10,003		303,370,195																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4670		9,992				9,992		303,036,550																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4670		9,991				9,991		313,005,702																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4670		9,989				9,989		408,881,152																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4670		9,990				9,990		418,960,780																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4670		9,987				9,987		418,832,998

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4670		9,997				9,997		449,218,176

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4670		9,997				9,997		459,215,851																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4670		10,001				10,001		484,919,326																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4670		10,005				10,005		570,631,590																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4670		10,008				10,008		570,850,776																-1		20190731		0.5%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.1%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4670		10,003				10,003		580,563,133																-3		20190531		0.7%				-1		20190730		0.5%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4670		10,005				10,005		582,179,984																-6		20190228		0.9%				-3		20190530		0.8%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4670		10,004				10,004		632,118,882																-12		20180831		1.5%				-6		20190228		0.9%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4670		10,003				10,003		632,599,584																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		1.5%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4670		9,997				9,997		632,217,542																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4670		9,993				9,993		631,971,706																年初来 ネンショライ		20181231		1.0%				年初来 ネンショライ		20181231		1.0%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4670		9,988				9,988		631,646,248																設定来 セッテイク				0.9%				設定来 セッテイク				0.9%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4670		9,994				9,994		602,113,266

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4670		9,997				9,997		413,598,793																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4670		9,998				9,998		523,573,184																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4670		10,004				10,004		533,884,132																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4670		10,002				10,002		533,822,564																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4670		10,007				10,007		534,096,182																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4670		10,014				10,014		584,466,353																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4670		10,013				10,013		574,379,037																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4670		10,017				10,017		529,548,273																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4670		10,019				10,019		499,587,905																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4670		10,016				10,016		500,474,616																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4670		10,021				10,021		500,721,405																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4670		10,019				10,019		500,601,021

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4670		10,017				10,017		480,459,638																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4670		10,011				10,011		480,212,781																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4670		10,014				10,014		480,353,929																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4670		10,012				10,012		480,255,684																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4670		10,010				10,010		480,157,440																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4670		10,014				10,014		480,346,466																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4670		10,014				10,014		480,339,002																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4670		10,010				10,010		500,155,975																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4670		10,006				10,006		499,940,956																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4670		10,003				10,003		499,773,830																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4670		9,998				9,998		499,521,903																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4670		9,993				9,993		499,279,978

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4670		9,996				9,996		499,426,999

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4670		9,995				9,995		499,419,244

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4670		9,993				9,993		499,317,917

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4670		9,991				9,991		499,215,596

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4670		9,989				9,989		499,114,300

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4670		9,993				9,993		499,311,189

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4670		9,990				9,990		499,153,830

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4670		9,992				9,992		479,251,002

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4670		9,990				9,990		479,152,785

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4670		9,990				9,990		479,150,304

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4670		9,995				9,995		479,387,162

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4670		9,994				9,994		479,331,848

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4670		9,996				9,996		479,425,102

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4670		9,993				9,993		479,279,016

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4670		9,992				9,992		479,228,667

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4670		9,992				9,992		479,237,160

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4670		9,990				9,990		479,181,849

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4670		9,992				9,992		489,275,104

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4670		9,989				9,989		489,125,978

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4670		9,978				9,978		488,585,939

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4670		9,983				9,983		488,827,729

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4670		9,981				9,981		464,767,404

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4670		9,978				9,978		468,635,591

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4670		9,977				9,977		468,586,294

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4670		9,981				9,981		468,771,339

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4670		9,981				9,981		478,769,907

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4670		9,981				9,981		478,764,461

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4670		9,980				9,980		478,714,115

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4670		9,979				9,979		478,663,769

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4670		9,979				9,979		478,661,291

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4670		9,979				9,979		478,706,681

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4670		9,980				9,980		478,747,114

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4670		9,985				9,985		479,083,973

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4670		9,982				9,982		478,937,868

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4670		9,979				9,979		478,792,777

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4670		9,968				9,968		478,263,672

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4670		9,971				9,971		478,399,869

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4670		9,971				9,971		488,409,392

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4670		9,964				9,964		458,208,166

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4670		9,957				9,957		464,813,548

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4670		9,957				9,957		474,857,721

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4670		9,955				9,955		474,755,182

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4670		9,956				9,956		474,810,303

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4670		9,960				9,960		474,998,169

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4670		9,963				9,963		475,138,453

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4670		9,963				9,963		475,135,992

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4670		9,968				9,968		445,029,017

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4670		9,966				9,966		454,938,622

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4670		9,966				9,966		454,936,266

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4670		9,969				9,969		455,070,542

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4670		9,971				9,971		455,154,560

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4670		9,970				9,970		456,306,658

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4670		9,965				9,965		449,094,853

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4670		9,968				9,968		449,227,410

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4670		9,968				9,968		443,267,451

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4670		9,968				9,968		437,370,528

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4670		9,966				9,966		437,324,475

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4670		9,966				9,966		417,411,139

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4670		9,969				9,969		417,534,319

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4670		9,969				9,969		418,532,157

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4670		9,968				9,968		419,478,404

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4670		9,968				9,968		419,476,231

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4670		9,972				9,972		419,641,986

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4670		9,973				9,973		419,681,795

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4670		9,975				9,975		419,767,062

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4670		9,978				9,978		419,891,861

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4670		9,981				9,981		431,016,629

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4670		9,979				9,979		430,928,236

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4670		9,983				9,983		431,141,407

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4670		9,985				9,985		431,220,872

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4670		9,984				9,984		431,175,558

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4670		9,985				9,985		431,216,407

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4670		9,991				9,991		431,472,655

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4670		9,998				9,998		431,771,984

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4670		10,000				10,000		421,853,439

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4670		10,004				10,004		422,019,578

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4670		10,001				10,001		411,855,036

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4670		10,001				10,001		411,852,903

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4670		10,005				10,005		412,015,086

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4670		10,005				10,005		412,019,661

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4670		10,002				10,002		411,935,369

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4670		10,003				10,003		411,974,315

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4670		10,003				10,003		412,972,182

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4670		10,011				10,011		413,299,466

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4670		10,007		0		10,007		423,128,334

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4670		9,998				9,998		422,756,575

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4670		9,996				9,996		422,670,038

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4670		9,988				9,988		422,330,454

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4670		9,996				9,996		432,616,310

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4670		9,991				9,991		432,392,511

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4670		9,990				9,990		431,347,107

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4670		9,989				9,989		431,401,274

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4670		9,993				9,993		431,571,344

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4670		9,992				9,992		431,564,645

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4670		9,990				9,990		431,476,260

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4670		9,981				9,981		431,086,346

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4670		9,970				9,970		430,610,283

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4670		9,974				9,974		440,820,144

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4670		9,968				9,968		440,548,828

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4670		9,970				9,970		460,512,604

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4670		9,981				9,981		461,016,939

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4670		9,983				9,983		461,106,684

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4670		9,979				9,979		460,921,061

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4670		9,978				9,978		460,911,517

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4670		9,975				9,975		460,780,934

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4670		9,974				9,974		460,732,484

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4670		9,974				9,974		460,730,099

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4670		9,975				9,975		450,764,998

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4670		9,972				9,972		450,628,469

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4670		9,972				9,972		450,746,137

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4670		9,973				9,973		800,599,981

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4670		9,970				9,970		800,355,679

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4670		9,971				9,971		450,682,355

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4670		9,971				9,971		450,680,021

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4670		9,972				9,972		430,780,752

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4670		9,973				9,973		429,821,299

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4670		9,972				9,972		429,819,073

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4670		9,973				9,973		444,855,376

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4670		9,975				9,975		444,942,029

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4670		9,974				9,974		444,895,247

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4670		9,976				9,976		445,032,662

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4670		9,990				9,990		445,646,188

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4670		9,991				9,991		445,688,363

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4670		9,994				9,994		445,819,501

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4670		9,990				9,990		430,606,177

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4670		9,985				9,985		430,389,052

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4670		9,979				9,979		430,177,475

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4670		9,980				9,980		430,218,229

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4670		9,983				9,983		430,344,941

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4670		9,983				9,983		423,355,610

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4670		9,987				9,987		423,522,541

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4670		9,988				9,988		423,558,246

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4670		9,991				9,991		423,682,895

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4670		9,994				9,994		423,807,543

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4670		9,991				9,991		423,676,315

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4670		9,986				9,986		423,458,329

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4670		9,986				9,986		423,456,137

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4670		9,989				9,989		420,631,298

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4670		9,984				9,984		420,419,203

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4670		9,985				9,985		420,500,993

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4670		9,981				9,981		420,377,287

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4670		9,978				9,978		420,249,147

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4670		9,980				9,980		420,629,337

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4670		9,980				9,980		420,627,159

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4670		9,982				9,982		420,709,015

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4670		9,981				9,981		415,669,464

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4670		9,983				9,983		415,760,348

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4670		9,984				9,984		415,799,714

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4670		9,983				9,983		465,756,043

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4670		9,983				9,983		465,753,633

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4670		9,986				9,986		465,886,928

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4670		9,985				9,985		465,838,005

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4670		9,978				9,978		465,510,019

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4670		9,976				9,976		465,414,588

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4670		9,979				9,979		465,551,710

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4670		9,982				9,982		465,730,522

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4670		9,980				9,980		465,735,089

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4670		9,975				9,975		465,500,089

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4670		9,974				9,974		465,451,162

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4670		9,977				9,977		465,588,307

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4670		9,974				9,974		465,434,293

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4670		9,974				9,974		465,472,697

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4670		9,969				9,969		465,230,459

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4670		9,960				9,960		464,809,374

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4670		9,965				9,965		465,049,565

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4670		9,963				9,963		465,000,639

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4670		9,962				9,962		464,946,898

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4670		9,961				9,961		464,898,968

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4670		9,957				9,957		464,710,483

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4670		9,959				9,959		464,801,116

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4670		9,960				9,960		464,845,229

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4670		9,961				9,961		464,884,527

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4670		9,964				9,964		465,041,678

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4670		9,961				9,961		464,899,711

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4670		9,958				9,958		464,757,746

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4670		9,962				9,962		464,941,418

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4670		9,957				9,957		464,701,599

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4670		9,952				9,952		465,366,826

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4670		9,958				9,958		465,644,059

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4670		9,951				9,951		465,362,006

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4670		9,955				9,955		465,586,840

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4670		9,956				9,956		465,626,223

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4670		9,961				9,961		465,856,864

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4670		9,961				9,961		465,854,452

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4670		9,959				9,959		465,758,819

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4670		9,963				9,963		455,991,811

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4670		9,965				9,965		456,073,593

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4670		9,967				9,967		456,173,483

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4670		9,969				9,969		456,262,349

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4670		9,971				9,971		456,352,208

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4670		9,970				9,970		459,299,505

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4670		9,968				9,968		459,205,302

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4670		9,971				9,971		449,284,370

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4670		9,971				9,971		446,338,888

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4670		9,974				9,974		446,470,397

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4670		9,976				9,976		446,552,676

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4670		9,979				9,979		496,684,185

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4670		9,976				9,976		496,534,806

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4670		9,978				9,978		496,631,433

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4670		9,969				9,969		496,223,283

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4670		9,983				9,983		496,910,011

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4670		9,978				9,978		496,659,425

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4670		9,978				9,978		496,706,454

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4670		9,976				9,976		496,604,677

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4670		9,977				9,977		496,651,709

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4670		9,978		0		9,978		496,693,592

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4670		9,976				9,976		496,601,814

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4670		9,976				9,976		507,638,401

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4670		9,977				9,977		507,686,475

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4670		9,980				9,980		507,836,951

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4670		9,981				9,981		456,899,396

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4670		9,981				9,981		456,897,029

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4670		9,983				9,983		456,988,498

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4670		9,987				9,987		457,175,548

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4670		9,986				9,986		457,122,834

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4670		9,980				9,980		451,932,666

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4670		9,980				9,980		451,932,316

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4670		9,978				9,978		451,839,743

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4670		9,975				9,975		451,683,149

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4670		9,976				9,976		451,721,246

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4670		9,983				9,983		452,065,572

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4670		9,980				9,980		451,927,884

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4670		9,977				9,977		451,790,194

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4670		9,977				9,977		461,787,855

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4670		9,979				9,979		461,872,911

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4670		9,981				9,981		461,962,748

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4670		9,982				9,982		462,016,470

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4670		9,980				9,980		461,921,849

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4670		9,978				9,978		461,827,229

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4670		9,975				9,975		461,727,828

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4670		9,975				9,975		461,726,432

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4670		9,977				9,977		461,816,269

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4670		9,974				9,974		461,675,536

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4670		9,965				9,965		461,258,117

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4670		9,966				9,966		461,302,038

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4670		9,969				9,969		461,437,992

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4670		9,966				9,966		461,297,259

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4670		9,966				9,966		461,294,870

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4670		9,968				9,968		461,384,710

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4670		9,976				9,976		461,744,069

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4670		9,973				9,973		461,634,200

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4670		9,973				9,973		461,668,354

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4670		9,971				9,971		461,573,735

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4670		9,971				9,971		461,571,345

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4670		9,971				9,971		461,568,955

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4670		9,972				9,972		461,622,679

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4670		9,969				9,969		461,477,166

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4670		9,967				9,967		461,382,548

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4670		9,967				9,967		471,381,154

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4670		9,966				9,966		471,331,602

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4670		9,966				9,966		471,329,161

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4670		9,967				9,967		471,368,951

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4670		9,969				9,969		481,466,729

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4670		9,971				9,971		481,608,560

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4670		9,971				9,971		481,606,065

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4670		9,973				9,973		481,702,772

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4670		9,973				9,973		481,695,284

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4670		9,975				9,975		481,790,996

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4670		9,977				9,977		471,910,714

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4670		9,975				9,975		471,814,047

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4670		9,970				9,970		473,067,992

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4670		9,969				9,969		722,569,259

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4670		9,968				9,968		722,493,316

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4670		9,968				9,968		722,489,573

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4670		9,968				9,968		722,485,830

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4670		9,968				9,968		722,554,287

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4670		9,969				9,969		738,765,529

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4670		9,967				9,967		738,623,960

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4670		9,967				9,967		738,620,015

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4670		9,973				9,973		739,058,958

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4670		9,974				9,974		754,112,761

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4670		9,974				9,974		754,102,036

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4670		9,976				9,976		754,248,741

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4670		9,974				9,974		754,094,222

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4670		9,974				9,974		754,101,259

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4670		9,976				9,976		754,257,963

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4670		9,975				9,975		744,237,210

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4670		9,973				9,973		744,087,726

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4670		9,973				9,973		744,083,871

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4670		9,974				9,974		744,156,312

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4670		9,974				9,974		744,152,456

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4670		9,977				9,977		734,366,813

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4670		9,976				9,976		727,280,403

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4670		9,977				9,977		727,349,230

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4670		9,977				9,977		727,345,453

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4670		9,977				9,977		727,341,676

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4670		9,977				9,977		727,330,372

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4670		9,973				9,973		677,103,778

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4670		9,973				9,973		677,110,269

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4670		9,973				9,973		677,106,762

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4670		9,972				9,972		677,035,645

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4670		9,973				9,973		677,089,227

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4670		9,971				9,971		676,952,521

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4670		9,973				9,973		677,084,233

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4670		9,974				9,974		677,148,335

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4670		9,955				9,955		619,874,453

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4670		9,957				9,957		619,995,229

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4670		9,965				9,965		620,490,959

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4670		9,958				9,958		620,053,782

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4670		9,955				9,955		619,864,586

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4670		9,952				9,952		619,670,957

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4670		9,963				9,963		620,389,474

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4670		9,933				9,933		618,526,383

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4670		9,940				9,940		618,988,014

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4670		9,944				9,944		604,298,563

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4670		9,945				9,945		604,349,676

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4670		9,945				9,945		604,346,546

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4670		9,943				9,943		604,222,410

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4670		9,941				9,941		604,098,275

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4670		9,947				9,947		604,458,163

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4670		9,949				9,949		604,640,277

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4670		9,947				9,947		604,516,140

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4670		9,951				9,951		604,755,020

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4670		9,948				9,948		604,561,399

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4670		9,952				9,952		604,800,262

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4670		9,954				9,954		604,911,860

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4670		9,953				9,953		604,853,204

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4670		9,950				9,950		604,668,574

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4670		9,950				9,950		604,665,442

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4670		9,949				9,949		604,601,811

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4670		9,951				9,951		604,716,397

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4670		9,951				9,951		604,713,265

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4670		9,949				9,949		604,628,922

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4670		9,944				9,944		604,323,292

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4670		9,945				9,945		604,441,161

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4670		9,940				9,940		604,129,271

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4670		9,941				9,941		604,217,507

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4670		9,943				9,943		604,335,379

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4670		9,945				9,945		604,453,250

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4670		9,945				9,945		604,450,119

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4670		9,943		0		9,943		604,319,725

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4670		9,944				9,944		604,387,095

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4670		9,944				9,944		604,384,991

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4670		9,944				9,944		603,383,167

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4670		9,944				9,944		603,380,041

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4670		9,942				9,942		603,246,743

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4670		9,940				9,940		602,696,790

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4670		9,939				9,939		602,693,669

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4670		9,935				9,935		602,454,105

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4670		9,935				9,935		602,441,625

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4670		9,938				9,938		602,622,553

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4670		9,941				9,941		602,800,496

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4670		9,938				9,938		617,600,129

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4670		9,937				9,937		617,568,465

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4670		9,937				9,937		717,542,163

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4670		9,938				9,938		707,610,317

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4670		9,931				9,931		697,199,776

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4670		9,935				9,935		697,475,662

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4670		9,932				9,932		697,251,591

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4670		9,935				9,935		348,870,947

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4670		9,939				9,939		349,018,955

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4670		9,937				9,937		348,947,239

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4670		9,939				9,939		334,033,938

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4670		9,937				9,937		333,966,294

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4670		9,939				9,939		334,031,473

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4670		9,937				9,937		333,962,835

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4670		9,938				9,938		334,028,014

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4670		9,937				9,937		333,989,370

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4670		9,938				9,938		334,026,069

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4670		9,943				9,943		334,191,610

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4670		9,951				9,951		334,460,496

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4670		9,952				9,952		334,492,219

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4670		9,955				9,955		334,587,388

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4670		9,952				9,952		334,525,080

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4670		9,950				9,950		334,456,436

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4670		9,951				9,951		334,488,160

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4670		9,949				9,949		334,450,383

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4670		9,951				9,951		334,512,104

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4670		9,949				9,949		334,443,455

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4670		9,949				9,949		334,475,182

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4670		9,950				9,950		334,506,908

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4670		9,950				9,950		334,505,176

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4670		9,951				9,951		334,533,439

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4670		9,953				9,953		334,608,623

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4670		9,955				9,955		334,673,807

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4670		9,955				9,955		334,672,074

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4670		9,957				9,957		334,738,254

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4670		9,962				9,962		334,900,349

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4670		9,959				9,959		334,798,239

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4670		9,961				9,961		334,868,396

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4670		9,961				9,961		334,866,662

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4670		9,962				9,962		334,926,643

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4670		9,962				9,962		334,927,893

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4670		9,957				9,957		334,758,866

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4670		9,964				9,964		335,031,131

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4670		9,962				9,962		334,962,476

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4670		9,965				9,965		335,057,654

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4670		9,970				9,970		335,254,084

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4670		9,970				9,970		335,252,348

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4670		9,976				9,976		335,451,384

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4670		9,975				9,975		335,416,185

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4670		9,982				9,982		335,645,211

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4670		9,980				9,980		335,586,548

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4670		9,976				9,976		335,450,962

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4670		9,975				9,975		335,449,225

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4670		9,982				9,982		335,681,722

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4670		9,984				9,984		335,743,431

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4670		9,988				9,988		335,876,537

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4670		9,986				9,986		335,807,874

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4670		9,986				9,986		335,806,135

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4670		9,980				9,980		335,609,599

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4670		9,990				9,990		322,922,324

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4670		9,984				9,984		322,730,652

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4670		9,984				9,984		322,728,981

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4670		9,994				9,994		323,048,951

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4670		10,012				10,012		323,616,196

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4670		10,002				10,002		323,851,530

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4670		9,992				9,992		323,527,705

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4670		9,986				9,986		323,332,742

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4670		9,990				9,990		323,459,927

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4670		9,992				9,992		323,532,680

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4670		9,991				9,991		323,493,761

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4670		9,995				9,995		323,621,941

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4670		9,997				9,997		273,664,676

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4670		9,995				9,995		273,609,783

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4670		9,996				9,996		273,632,767

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4670		9,998				9,998		273,690,796

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4670		9,996				9,996		273,634,907

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4670		9,994				9,994		273,579,019

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4670		10,000				10,000		273,744,001

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4670		10,000				10,000		273,739,747

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4670		9,998				9,998		273,683,859

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4670		9,997				9,997		273,655,205

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4670		10,000				10,000		273,735,494

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4670		10,008				10,008		273,979,198

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4670		10,002				10,002		274,835,996

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4670		10,001				10,001		274,807,237

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4670		10,002				10,002		274,833,150

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4670		9,998				9,998		274,722,382

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4670		10,006				10,006		274,939,650

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4670		9,999				9,999		274,742,605

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4670		9,999				9,999		275,745,812

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4670		10,003				10,003		275,854,122

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4670		10,005				10,005		275,907,564

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4670		10,006				10,006		275,925,723

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4670		10,009				10,009		276,007,592

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4670		10,009				10,009		276,033,596

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4670		10,010				10,010		276,064,576

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4670		10,010				10,010		276,063,147

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4670		10,006				10,006		195,915,761

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4670		10,004				10,004		195,878,780

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4670		10,002				10,002		195,838,816

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4670		10,000				10,000		195,798,852

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4670		9,995				9,995		195,700,464

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4670		9,991				9,991		195,649,365

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4670		9,988				9,988		195,589,920

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4670		9,993				9,993		195,686,297

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4670		9,994				9,994		195,704,762

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4670		10,002				10,002		195,859,570

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4670		10,000		0		10,000		195,837,054

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4670		10,001				10,001		195,865,520

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4670		10,006				10,006		195,961,897

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4670		10,006				10,006		195,960,885

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4670		10,004				10,004		195,920,918

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4670		10,005				10,005		195,887,020

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4670		10,006				10,006		195,905,480

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4670		10,003				10,003		195,846,053

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4670		10,016				10,016		196,102,143

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4670		10,022				10,022		196,215,939

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4670		10,013				10,013		196,042,662

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4670		10,013				10,013		196,041,650

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4670		10,025				10,025		196,293,775

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4670		10,024				10,024		196,273,290

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4670		10,019				10,019		196,172,887

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4670		10,009				10,009		196,006,994

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4670		10,008				10,008		200,986,507

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4670		10,003				10,003		200,885,615

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4670		9,999				9,999		200,804,695

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4670		10,007				10,007		200,961,350

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4670		10,007				10,007		200,960,312

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4670		10,011				10,011		201,039,158

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4670		10,010				10,010		201,030,149

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4670		10,008				10,008		200,989,169

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4670		10,000				10,000		200,826,286

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4670		9,994				9,994		200,706,417

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4670		9,988				9,988		200,585,552

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4670		9,994				9,994		200,725,309

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4670		9,993				9,993		200,704,301

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4670		9,994				9,994		200,721,161

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4670		9,995				9,995		200,743,074

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4670		9,998				9,998		200,801,949

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4670		9,997				9,997		200,783,926

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4670		10,000				10,000		200,842,803

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4670		10,001				10,001		200,871,327

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4670		10,001				10,001		200,900,129

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4670		9,999				9,999		200,859,148

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4670		10,000				10,000		200,878,083

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4670		9,999				9,999		200,865,000

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4670		10,000				10,000		200,883,936

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4670		10,000				10,000		200,882,899

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4670		10,004				10,004		200,962,750

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4670		10,001				10,001		180,963,115

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4670		9,996				9,996		180,888,352

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4670		9,996				9,996		180,892,393

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4670		9,998				9,998		180,927,440

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4670		10,000				10,000		180,962,487

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4670		10,004				10,004		181,033,514

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4670		10,002				10,002		180,997,713

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4670		10,006				10,006		181,068,740

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4670		10,015				10,015		181,229,718

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4670		10,010				10,010		181,138,830

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4670		10,017				10,017		181,263,827

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4670		10,016				10,016		181,243,029

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4670		10,021				10,021		181,361,884

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4670		10,035				10,035		181,630,831

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4670		10,031				10,031		181,557,924

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4670		10,028				10,028		181,503,011

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4670		10,030				10,030		181,536,184

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4670		10,026				10,026		181,473,278

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4670		10,027				10,027		181,490,334

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4670		10,027				10,027		179,989,675

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4670		10,030				10,030		180,042,277

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4670		10,028				10,028		180,003,799

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4670		10,030				10,030		180,044,932

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4670		10,035				10,035		180,133,221

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4670		10,047				10,047		180,346,417

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4670		10,048				10,048		180,368,306

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4670		10,042				10,042		180,292,190

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4670		10,043				10,043		180,312,090

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4670		10,039				10,039		180,239,777

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4670		10,037				10,037		180,203,155

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4670		10,043				10,043		200,309,299

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4670		10,036				10,036		200,187,249

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4670		10,034				10,034		200,176,406

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4670		10,043				10,043		200,353,817

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4670		10,042				10,042		200,332,955

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4670		10,043				10,043		200,351,748

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4670		10,036				10,036		200,209,850

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4670		10,031				10,031		200,109,679

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4670		10,024				10,024		189,943,868

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4670		10,029				10,029		189,546,448

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4670		10,019				10,019		189,357,633

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4670		10,021				10,021		189,410,076

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4670		10,021				10,021		189,410,094

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4670		10,027				10,027		189,521,818

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4670		10,029				10,029		189,558,407

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4670		10,029				10,029		189,555,473

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4670		10,032				10,032		189,615,821

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4670		10,032				10,032		189,614,842

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4670		10,034				10,034		189,654,414

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4670		10,034				10,034		189,653,435

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4670		10,032				10,032		189,612,931

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4670		10,036				10,036		189,694,967

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4670		10,036				10,036		189,693,988

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4670		10,025				10,025		189,486,389

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4670		10,039				10,039		189,797,006

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4670		10,051				10,051		190,019,500

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4670		10,048				10,048		189,962,160

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4670		10,058				10,058		170,108,337

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4670		10,057				10,057		119,817,883

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4670		10,069				10,069		119,959,340

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4670		10,076				10,076		120,051,581

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4670		10,069				10,069		114,944,614

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4670		10,076				10,076		115,023,425

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4670		10,074				10,074		115,001,139

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4670		10,075				10,075		115,010,703

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4670		10,078				10,078		115,044,141

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4670		10,081				10,081		115,082,552

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4670		10,081				10,081		115,093,302

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4670		10,077				10,077		115,047,333

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4670		10,094				10,094		115,238,393

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4670		10,087				10,087		115,161,377

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4670		10,089				10,089		115,183,470

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4670		10,095				10,095		115,250,938

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4670		10,090				10,090		115,193,625
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4670

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 日本国債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9359		日本国債0-10マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		0		0		10,007				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		0		0		9,978				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						0

		第3期		2018/09/10		0		0		9,943

		第4期		2019/03/11		0		0		10,000

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		0		0		10,007				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		0		0		9,978				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						0

		第3期		2018/09/10		0		0		9,943

		第4期		2019/03/11		0		0		10,000
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4670		1		20170911		70		12.81		8.94		-6.68		3.09		0		0		10007.24		0		10007

		20170911140		4670		1		20170911		140		6.38		4.45		0		3.09		0		0		13.92		0		10007

		20170911160		4670		1		20170911		160		0		0		0		0		0		0		0		0		10007

		20170911210		4670		1		20170911		210		0		0		-6.68		3.09		6.38		4.45		10007.24		0		10007

		20180312070		4670		2		20180312		70		11.65		-12.26		-28.74		11.95		2.52		1.76		9978.2		0		9978

		20180312140		4670		2		20180312		140		2.97		0		0		11.95		2.52		1.76		19.2		0		9978

		20180312160		4670		2		20180312		160		0		0		0		0		0		0		0		0		9978

		20180312210		4670		2		20180312		210		0		0		-28.74		11.95		5.49		1.76		9978.2		0		9978

		20180910070		4670		3		20180910		70		12.29		-34.88		-39.32		16.48		2.96		0.95		9942.96		0		9943

		20180910140		4670		3		20180910		140		3.39		0		0		16.48		2.96		0.95		23.78		0		9943

		20180910160		4670		3		20180910		160		0		0		0		0		0		0		0		0		9943

		20180910210		4670		3		20180910		210		0		0		-39.32		16.48		6.34		0.95		9942.96		0		9943

		20190311070		4670		4		20190311		70		14.19		60.81		-48.43		19.54		5.28		0.79		10000.41		0		10000

		20190311140		4670		4		20190311		140		10.92		12.31		0		19.54		5.28		0.79		48.84		0		10000

		20190311160		4670		4		20190311		160		0		0		0		0		0		0		0		0		10000

		20190311210		4670		4		20190311		210		0		0		-48.43		19.54		16.21		13.09		10000.41		0		10000





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
0円		第2期
18.3.12
0円		第3期
18.9.10
0円		第4期
19.3.11
0円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		13		6		9		4		0		0		0		3		0		3		14		0		10,007						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		12		3		△ 12		0		4		3		2		12		0		12		19		0		9,978				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		6		3		3		11		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		12		3		△ 35		0		4		3		1		16		0		16		24		0		9,943				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		14		19		24		49		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		14		11		61		12		6		5		1		20		0		20		49		0		10,000

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0





 


ファンドの目的 


 


各ファンドの目的は、次のとおりです。  


ファンド名  ファンドの目的 


日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入


を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するととも


に、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債&住宅金


融支援機構債コース 


わが国の超長期国債および住宅金融支援機構が発行する債


券に投資し、信託財産の着実な成長をめざします。  


マネーコース 


円建ての債券を中心に投資することにより、安定した収益


の確保をめざします。 


 


ファンドの特色 


 


1． わが国の債券に投資する3つのコースとマネーコースで構成されています。  


・ 日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして


運用を行ないます。 


 残存期間が最長10年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほぼ同程度と


なるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざします。  


※このような運用手法を等金額投資といいます。  


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ない ます。 


 残存期間が18年程度から20年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほ


ぼ同程度となるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざしま す。 


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債&住宅金融支援機構債コース  


わが国の超長期国債と住宅金融支援機構債に均等に投資することを基本とします  


※超長期国債部分の運用については「超長期国債コース」と同様とします。  


住宅金融支援機構債について  


政府100%出資の住宅金融支援機構が発行する資産担保証券をさします。以下「機構債」といいます。  


機構債は、旧住宅金融公庫が発行した同種の債券である公庫債を含みます。  


当コースは、一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限（分散投資規制）」に定めら


れた比率を超えて、特定の発行体の発行する銘柄に集中して投資する、特化型運用を行なうファンドです。したが


って、発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。  


・ マネーコース 


円建ての債券を中心に投資します。  


 投資にあたっては、残存期間が 1年未満、取得時においてＡ-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパ


ーに投資することを基本とします。  




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




2. 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


3. 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




 


● 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、投資元本が保証さ


れているものではなく、これを割込むことがあります。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は異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。  


 


[日本国債コース]、[超長期国債コース]、[マネーコース] 


「公社債の価格変動（価格変動リスク、信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等） 」 


[超長期国債&住宅金融支援機構債コース ] 


「公社債の価格変動（価格変動リスク、信用リスク ）」、「機構債固有の投資リスク」、 「特定銘柄への集中投資リスク」 、


「その他（解約申込みに伴うリスク等）」  


 


[マネーコース]においては、資金の管理にあたって費用が発生することがあり、この場合、基準価額が下落する要因と


なります。 


※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません 。 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください 。 


 




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計


算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から平成


29年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）に


おける新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に


対して以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。  




 


2. 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


3. 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




 


ファンドの目的 


 


各ファンドの目的は、次のとおりです。  


ファンド名  ファンドの目的 


日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入


を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するととも


に、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債&住宅金


融支援機構債コース 


わが国の超長期国債および住宅金融支援機構が発行する債


券に投資し、信託財産の着実な成長をめざします。  


マネーコース 


円建ての債券を中心に投資することにより、安定した収益


の確保をめざします。 


 


ファンドの特色 


 


1． わが国の債券に投資する3つのコースとマネーコースで構成されています。  


・ 日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして


運用を行ないます。 


 残存期間が最長10年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほぼ同程度と


なるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざします。  


※このような運用手法を等金額投資といいます。  


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ない ます。 


 残存期間が18年程度から20年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほ


ぼ同程度となるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざしま す。 


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債&住宅金融支援機構債コース  


わが国の超長期国債と住宅金融支援機構債に均等に投資することを基本とします 。 


※超長期国債部分の運用については「超長期国債コース」と同様とします。  


住宅金融支援機構債について  


政府100%出資の住宅金融支援機構が発行する資産担保証券をさします。以下「機構債」といいます。  


機構債は、旧住宅金融公庫が発行した同種の債券である公庫債を含みます。  


当コースは、一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限（分散投資規制）」に定めら


れた比率を超えて、特定の発行体の発行する銘柄に集中して投資する、特化型運用を行なうファンドです。したが


って、発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。  


・ マネーコース 


円建ての債券を中心に投資します。  


 投資にあたっては、残存期間が 1年未満、取得時においてＡ-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパ


ーに投資することを基本とします。  




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から平成


29年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）に


おける新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に


対して以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物 取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。  




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 






コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt
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		14				１３０  ５年国債																																																																				0.1																				2021/12/20																				946.5%

		15				※比率は、純資産総額に対するものです。
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		18				≪ファンドマネージャーのコメント≫																																																																																																																										※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
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		74																																																																																																																														※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。





FundReport

		設定時		設定時		設定時

		17/3/1		17/3/1		17/3/1

		17/3/2		17/3/2		17/3/2

		17/3/3		17/3/3		17/3/3

		17/3/6		17/3/6		17/3/6

		17/3/7		17/3/7		17/3/7

		17/3/8		17/3/8		17/3/8

		17/3/9		17/3/9		17/3/9

		17/3/10		17/3/10		17/3/10

		17/3/13		17/3/13		17/3/13

		17/3/14		17/3/14		17/3/14

		17/3/15		17/3/15		17/3/15

		17/3/16		17/3/16		17/3/16

		17/3/17		17/3/17		17/3/17

		17/3/21		17/3/21		17/3/21

		17/3/22		17/3/22		17/3/22

		17/3/23		17/3/23		17/3/23

		17/3/24		17/3/24		17/3/24

		17/3/27		17/3/27		17/3/27

		17/3/28		17/3/28		17/3/28

		17/3/29		17/3/29		17/3/29

		17/3/30		17/3/30		17/3/30

		17/3/31		17/3/31		17/3/31

		17/4/3		17/4/3		17/4/3

		17/4/4		17/4/4		17/4/4

		17/4/5		17/4/5		17/4/5

		17/4/6		17/4/6		17/4/6

		17/4/7		17/4/7		17/4/7

		17/4/10		17/4/10		17/4/10

		17/4/11		17/4/11		17/4/11

		17/4/12		17/4/12		17/4/12

		17/4/13		17/4/13		17/4/13

		17/4/14		17/4/14		17/4/14

		17/4/17		17/4/17		17/4/17

		17/4/18		17/4/18		17/4/18

		17/4/19		17/4/19		17/4/19

		17/4/20		17/4/20		17/4/20

		17/4/21		17/4/21		17/4/21

		17/4/24		17/4/24		17/4/24

		17/4/25		17/4/25		17/4/25

		17/4/26		17/4/26		17/4/26

		17/4/27		17/4/27		17/4/27

		17/4/28		17/4/28		17/4/28

		17/5/1		17/5/1		17/5/1

		17/5/2		17/5/2		17/5/2

		17/5/8		17/5/8		17/5/8

		17/5/9		17/5/9		17/5/9

		17/5/10		17/5/10		17/5/10

		17/5/11		17/5/11		17/5/11

		17/5/12		17/5/12		17/5/12

		17/5/15		17/5/15		17/5/15

		17/5/16		17/5/16		17/5/16

		17/5/17		17/5/17		17/5/17

		17/5/18		17/5/18		17/5/18

		17/5/19		17/5/19		17/5/19

		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30

		17/5/31		17/5/31		17/5/31

		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

9999

9999

19998002

10001

10001

20002895

10004

10004

28623783

10005

10005

217457161

10006

10006

303461605

10003

10003

303370195

9992

9992

303036550

9991

9991

313005702

9989

9989

408881152

9990

9990

418960780

9987

9987

418832998

9997

9997

449218176

9997

9997

459215851

10001

10001

484919326

10005

10005

570631590

10008

10008

570850776

10003

10003

580563133

10005

10005

582179984

10004

10004

632118882

10003

10003

632599584

9997

9997

632217542

9993

9993

631971706

9988

9988

631646248

9994

9994

602113266

9997

9997

413598793

9998

9998

523573184

10004

10004

533884132

10002

10002

533822564

10007

10007

534096182

10014

10014

584466353

10013

10013

574379037

10017

10017

529548273

10019

10019

499587905

10016

10016

500474616

10021

10021

500721405

10019

10019

500601021

10017

10017

480459638

10011

10011

480212781

10014

10014

480353929

10012

10012

480255684

10010

10010

480157440

10014

10014

480346466

10014

10014

480339002

10010

10010

500155975

10006

10006

499940956

10003

10003

499773830

9998

9998

499521903

9993

9993

499279978

9996

9996

499426999

9995

9995

499419244

9993

9993

499317917

9991

9991

499215596

9989

9989

499114300

9993

9993

499311189

9990

9990

499153830

9992

9992

479251002

9990

9990

479152785

9990

9990

479150304

9995

9995

479387162

9994

9994

479331848

9996

9996

479425102

9993

9993

479279016

9992

9992

479228667

9992

9992

479237160

9990

9990

479181849

9992

9992

489275104

9989

9989

489125978

9978

9978

488585939

9983

9983

488827729

9981

9981

464767404

9978

9978

468635591

9977

9977

468586294

9981

9981

468771339

9981

9981

478769907

9981

9981

478764461

9980

9980

478714115

9979

9979

478663769

9979

9979

478661291

9979

9979

478706681

9980

9980

478747114

9985

9985

479083973

9982

9982

478937868

9979

9979

478792777

9968

9968

478263672

9971

9971

478399869

9971

9971

488409392

9964

9964

458208166

9957

9957

464813548

9957

9957

474857721

9955

9955

474755182

9956

9956

474810303

9960

9960

474998169

9963

9963

475138453

9963

9963

475135992

9968

9968

445029017

9966

9966

454938622

9966

9966

454936266

9969

9969

455070542

9971

9971

455154560

9970

9970

456306658

9965

9965

449094853

9968

9968

449227410

9968

9968

443267451

9968

9968

437370528

9966

9966

437324475

9966

9966

417411139

9969

9969

417534319

9969

9969

418532157

9968

9968

419478404

9968

9968

419476231

9972

9972

419641986

9973

9973

419681795

9975

9975

419767062

9978

9978

419891861

9981

9981

431016629

9979

9979

430928236

9983

9983

431141407

9985

9985

431220872

9984

9984

431175558

9985

9985

431216407

9991

9991

431472655

9998

9998

431771984

10000

10000

421853439

10004

10004

422019578

10001

10001

411855036

10001

10001

411852903

10005

10005

412015086

10005

10005

412019661

10002

10002

411935369

10003

10003

411974315

10003

10003

412972182

10011

10011

413299466

10007

10007

423128334

9998

9998

422756575

9996

9996

422670038

9988

9988

422330454

9996

9996

432616310

9991

9991

432392511

9990

9990

431347107

9989

9989

431401274

9993

9993

431571344

9992

9992

431564645

9990

9990

431476260

9981

9981

431086346

9970

9970

430610283

9974

9974

440820144

9968

9968

440548828

9970

9970

460512604

9981

9981

461016939

9983

9983

461106684

9979

9979

460921061

9978

9978

460911517

9975

9975

460780934

9974

9974

460732484

9974

9974

460730099

9975

9975

450764998

9972

9972

450628469

9972

9972

450746137

9973

9973

800599981

9970

9970

800355679

9971

9971

450682355

9971

9971

450680021

9972

9972

430780752

9973

9973

429821299

9972

9972

429819073

9973

9973

444855376

9975

9975

444942029

9974

9974

444895247

9976

9976

445032662

9990

9990

445646188

9991

9991

445688363

9994

9994

445819501

9990

9990

430606177

9985

9985

430389052

9979

9979

430177475

9980

9980

430218229

9983

9983

430344941

9983

9983

423355610

9987

9987

423522541

9988

9988

423558246

9991

9991

423682895

9994

9994

423807543

9991

9991

423676315

9986

9986

423458329

9986

9986

423456137
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Bシート

		2019/08/30				資産別構成 シサンベツコウセイ								公社債種別構成 ベツコウセイ						格付別構成 カクヅベツコウセイ						ポートフォリオ特性値 トクセイアタイ						MF別構成 ベツコウセイ						組入上位銘柄 クミイジョウイメイガラ												残存期間別構成（ポート比） ザンゾンキカンベツコウセイ						平均残存期間 ヘイキンザンゾンキカン								ファンド

						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		10		9,838.8%				国債		9,838.8%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.2				日本国債0-10MF		9,990.3%				１２６  ５年国債		0.1		---		2020/12/20		1,029.4%				1年未満		1042.0%				年 ネン		4.6899238646						-1		20190731		0.5%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				---		---				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.3				---		---				１２２  ５年国債		0.1		---		2019/12/20		1,025.2%				1年以上2年未満		1046.2%				日 ヒ		1711.8222105694						-3		20190531		0.7%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		10		98.3880097531				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				161.2%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		4.7				---		---				３４９  １０年国債		0.1		---		2027/12/20		992.9%				2年以上3年未満		962.0%												-6		20190228		0.9%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		10.420099965		1年未満		1042.0%

						合計 ゴウケイ		10		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		4.8				---		---				３５２  １０年国債		0.1		---		2028/09/20		992.8%				3年以上4年未満		979.7%												-12		20180831		1.5%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		10.4623704684		1年以上2年未満		1046.2%

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		1739.9				---		---				３４１  １０年国債		0.3		---		2025/12/20		978.1%				4年以上5年未満		983.0%												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		9.6196585546		2年以上3年未満		962.0%

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				３４５  １０年国債		0.1		---		2026/12/20		971.7%				5年以上6年未満		987.2%												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		9.7967291535		3年以上4年未満		979.7%

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9359						---		---				３３７  １０年国債		0.3		---		2024/12/20		971.2%				6年以上7年未満		994.1%												年初来 ネンショライ		20181231		1.0%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		9.8302443299		4年以上5年未満		983.0%

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				３３２  １０年国債		0.6		---		2023/12/20		967.2%				7年以上8年未満		987.6%												設定来 セッテイライ				0.9%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		9.8716113309		5年以上6年未満		987.2%

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.2				---		---				３２７  １０年国債		0.8		---		2022/12/20		963.9%				8年以上9年未満		1009.2%																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		9.9408880873		6年以上7年未満		994.1%

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.3				---		---				１３０  ５年国債		0.1		---		2021/12/20		946.5%				9年以上10年未満		1009.0%												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		9.8762806033		7年以上8年未満		987.6%

														合計 ゴウケイ		9,838.8%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		4.7				合計 ゴウケイ		9,990.3%				合計 ゴウケイ								9,838.8%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		10.0918832878		8年以上9年未満		1009.2%

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		4.8																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		10.090233337		9年以上10年未満		1009.0%

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		1739.9										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１２６  ５年国債		0.1		---		2020/12/20		1,029.4%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				---												１２２  ５年国債		0.1		---		2019/12/20		1,025.2%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										３４９  １０年国債		0.1		---		2027/12/20		992.9%				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		98.3880097531				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										３５２  １０年国債		0.1		---		2028/09/20		992.8%				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		10		9,838.8%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										３４１  １０年国債		0.3		---		2025/12/20		978.1%				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		---										３４５  １０年国債		0.1		---		2026/12/20		971.7%				18年以上19年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.6%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										３３７  １０年国債		0.3		---		2024/12/20		971.2%				19年以上		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		10		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---										３３２  １０年国債		0.6		---		2023/12/20		967.2%																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		---		18年以上19年未満		---

																				B+		---																３２７  １０年国債		0.8		---		2022/12/20		963.9%				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				---		19年以上		---

																				B		---				---												１３０  ５年国債		0.1		---		2021/12/20		946.5%				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		1,025.2%												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		1,029.4%												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,838.8%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		946.5%												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		963.9%												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		10.2521285615		1年未満		1,025.2%

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		967.2%												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		10.2937181		1年以上2年未満		1,029.4%

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		971.2%												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		9.4645906987		2年以上3年未満		946.5%

																				9359																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		978.1%												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		9.6388070082		3年以上4年未満		963.9%

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		971.7%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		9.6717822653		4年以上5年未満		967.2%

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		992.9%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		9.7124819885		5年以上6年未満		971.2%

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		992.8%																														FR1		外国リート		0												6		～		7		9.7806427175		6年以上7年未満		978.1%

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,838.8%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		9.7170760404		7年以上8年未満		971.7%

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		9.9292028271		8年以上9年未満		992.9%

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		9.9275794565		9年以上10年未満		992.8%

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		10,000.0%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		---																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		---																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		---		18年以上19年未満		---

																				A-		---																																																																												19		～				---		19年以上		---

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				---						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		---				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		DB1		国内債券		10		0		0.00		113,336,715		98.39		113,336,715		98.39		115193625		113,336,715		98.39



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10MF		115,081,533		99.90		115193625



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		0001		国債		0		0.00		113,336,715		100.00		113,336,715		100.00		113,336,715		98.39		115193625		113,336,715		98.39



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		AAA		0		0.00		113,336,715		100.00		113,336,715		100.00		113,336,715		98.39		115193625				9359		日本国債0-10マザーファンド		AAA		113,335,539		100.00		113,335,539		115080339		113,336,715		100.00		98.39



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001260045		20181002000006		１２６  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20201220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		1.307		0.0995143699		-0.271		1.30958904		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		113,336,715		115193625				10.46

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003520067		20181220000005		３５２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20280920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		9.03		0.0961889921		-0.329		9.06575342		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		113,336,715		115193625				10.09

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001300045		20181002000007		１３０  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20211220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		2.307		0.0990599213		-0.308		2.30958904		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		113,336,715		115193625				9.62

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		20181002000015		３４９  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20271220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		8.288		0.0961732658		-0.37		8.31232877		0		0.00		9,358,207		8.12		9,358,207		8.12		113,336,715		115193625				8.26

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		20181002000013		３４１  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20251220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		6.261		0.2875766871		-0.376		6.31232877		0		0.00		8,137,044		7.06		8,137,044		7.06		113,336,715		115193625				7.18

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		20181002000011		３３７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20241220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		5.276		0.2895948568		-0.368		5.31232877		0		0.00		8,080,338		7.01		8,080,338		7.01		113,336,715		115193625				7.13

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		20181002000010		３３２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.6		20231220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		4.261		0.5762415605		-0.349		4.30958904		0		0.00		8,017,554		6.96		8,017,554		6.96		113,336,715		115193625				7.07

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		20181002000009		３２７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.8		20221220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		3.271		0.7709505821		-0.331		3.30958904		0		0.00		7,990,219		6.94		7,990,219		6.94		113,336,715		115193625				7.05

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20181002000014		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		7,255,015		6.30		7,255,015		6.30		113,336,715		115193625				6.40

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20181002000005		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		7,005,813		6.08		7,005,813		6.08		113,336,715		115193625				6.18

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		20190628045060		３４１  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20251220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		6.261		0.2875766871		-0.376		6.31232877		0		0.00		3,129,632		2.72		3,129,632		2.72		113,336,715		115193625				2.76

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		20190628045058		３３２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.6		20231220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		4.261		0.5762415605		-0.349		4.30958904		0		0.00		3,123,722		2.71		3,123,722		2.71		113,336,715		115193625				2.76

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		20190628045057		３２７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.8		20221220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		3.271		0.7709505821		-0.331		3.30958904		0		0.00		3,113,072		2.70		3,113,072		2.70		113,336,715		115193625				2.75

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20190628045061		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		3,109,292		2.70		3,109,292		2.70		113,336,715		115193625				2.74

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		20190628045059		３３７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20241220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		5.276		0.2895948568		-0.368		5.31232877		0		0.00		3,107,822		2.70		3,107,822		2.70		113,336,715		115193625				2.74

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20180611000002		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		2,802,325		2.43		2,802,325		2.43		113,336,715		115193625				2.47

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		20190628045062		３４９  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20271220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		8.288		0.0961732658		-0.37		8.31232877		0		0.00		2,079,602		1.81		2,079,602		1.81		113,336,715		115193625				1.83

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20190628045056		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		2,001,661		1.74		2,001,661		1.74		113,336,715		115193625				1.77

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20180928000004		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		829,145		0.72		829,145		0.72		113,336,715		115193625				0.73



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		DB1		国内債券		20201220		15		478		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		115193625		49.2039724073

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		DB1		国内債券		20191220		3		112		0		0.00		11,809,799		10.25		11,809,799		10.25		115193625		11.4823844462

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		DB1		国内債券		20271220		99		3034		0		0.00		11,437,809		9.93		11,437,809		9.93		115193625		301.2520224622

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		DB1		国内債券		20280920		108		3309		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		115193625		328.5036142495

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		DB1		国内債券		20251220		75		2304		0		0.00		11,266,677		9.78		11,266,677		9.78		115193625		225.3460103196

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		DB1		国内債券		20261220		87		2669		0		0.00		11,193,452		9.72		11,193,452		9.72		115193625		259.3487563917

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		DB1		国内債券		20241220		63		1939		0		0.00		11,188,160		9.71		11,188,160		9.71		115193625		188.32502441

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		DB1		国内債券		20231220		51		1573		0		0.00		11,141,277		9.67		11,141,277		9.67		115193625		152.137140584

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		DB1		国内債券		20221220		39		1208		0		0.00		11,103,291		9.64		11,103,291		9.64		115193625		116.436786567

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		DB1		国内債券		20211220		27		843		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		115193625		79.786498732



&L&F&C&P&R&A



組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20201220										1.00		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		115193625		11,857,707		10.29

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20191220										1.00		0		0.00		11,809,799		10.25		11,809,799		10.25		115193625		11,809,799		10.25

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20271220										1.00		0		0.00		11,437,809		9.93		11,437,809		9.93		115193625		11,437,809		9.93

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20280920										1.00		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		115193625		11,435,939		9.93

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.3		20251220										1.00		0		0.00		11,266,677		9.78		11,266,677		9.78		115193625		11,266,677		9.78

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20261220										1.00		0		0.00		11,193,452		9.72		11,193,452		9.72		115193625		11,193,452		9.72

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.3		20241220										1.00		0		0.00		11,188,160		9.71		11,188,160		9.71		115193625		11,188,160		9.71

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20231220										1.00		0		0.00		11,141,277		9.67		11,141,277		9.67		115193625		11,141,277		9.67

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.8		20221220										1.00		0		0.00		11,103,291		9.64		11,103,291		9.64		115193625		11,103,291		9.64

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20211220										1.00		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		115193625		10,902,605		9.46



&L&F&C&P&R&A



ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		0.248642192		-0.3244606774		4.7411352071		4.766763575		1739.8687058635		113,336,714																						20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		0.2486422198		-0.3244606707		4.7411352321		4.7667635833		1739.8687066817		113,335,539

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20180611000002		2,802,325		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		280003		-456779		857511		859892		313860400				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20180611000002		2,802,296		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		280000		-456774		857503		859883		313857152

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20181002000005		7,005,813		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		700007		-1141948		2143779		2149729		784651056				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20181002000005		7,005,740		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		700000		-1141936		2143756		2149707		784642880

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20190628045056		2,001,661		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		200002		-326271		612508		614208		224186032				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20190628045056		2,001,640		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		200000		-326267		612502		614202		224183680

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		20181002000006		11,857,707		0.0995143699		-0.271		1.307		1.30958904		20201220		478		1180012		-3213439		15498023		15528723		5667983946				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001260045		１２６  ５年国債		20181002000006		11,857,584		0.0995143699		-0.271		1.307		1.30958904		20201220		478		1180000		-3213405		15497862		15528562		5667925152

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		20181002000007		10,902,605		0.0990599213		-0.308		2.307		2.30958904		20211220		843		1080011		-3358002		25152310		25180537		9190896015				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001300045		１３０  ５年国債		20181002000007		10,902,492		0.0990599213		-0.308		2.307		2.30958904		20211220		843		1080000		-3357968		25152049		25180276		9190800756

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		20181002000009		7,990,219		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		6160064		-2644762		26136006		26444341		9652184552				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		３２７  １０年国債		20181002000009		7,990,136		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		6160000		-2644735		26135735		26444067		9652084288

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		20190628045057		3,113,072		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		2400025		-1030427		10182859		10302989		3760590976				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		３２７  １０年国債		20190628045057		3,113,040		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		2400000		-1030416		10182754		10302883		3760552320

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		20181002000010		8,017,554		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		4620048		-2798126		34162798		34552363		12611612442				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		３３２  １０年国債		20181002000010		8,017,471		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		4620000		-2798097		34162444		34552005		12611481883

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		20190628045058		3,123,722		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		1800018		-1090179		13310179		13461958		4913614706				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		３３２  １０年国債		20190628045058		3,123,690		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		1800000		-1090168		13310043		13461820		4913564370

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		20181002000011		8,080,338		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		2340024		-2973564		42631863		42925412		15667775382				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		３３７  １０年国債		20181002000011		8,080,254		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		2340000		-2973533		42631420		42924966		15667612506

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		20190628045059		3,107,822		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		900009		-1143678		16396869		16509772		6026066858				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		３３７  １０年国債		20190628045059		3,107,790		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		900000		-1143667		16396700		16509602		6026004810

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		20181002000013		8,137,044		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		2340024		-3059529		50946032		51363697		18747749376				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		３４１  １０年国債		20181002000013		8,136,960		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		2340000		-3059497		50945507		51363167		18747555840

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		20190628045060		3,129,632		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		900009		-1176742		19594626		19755266		7210672128				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		３４１  １０年国債		20190628045060		3,129,600		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		900000		-1176730		19594426		19755064		7210598400

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20180928000004		829,145		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		80001		-323367		6048613		6062981		2212988005				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20180928000004		829,136		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		80000		-323363		6048547		6062915		2212963984

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20181002000014		7,255,015		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		700007		-2829456		52925334		53051055		19363635035				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20181002000014		7,254,940		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		700000		-2829427		52924787		53050506		19363434860

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20190628045061		3,109,292		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		300003		-1212624		22682285		22736165		8298700348				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20190628045061		3,109,260		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		300000		-1212611		22682052		22735931		8298614940

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		20181002000015		9,358,207		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		900009		-3462537		77560820		77788493		28392800038				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		３４９  １０年国債		20181002000015		9,358,110		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		900000		-3462501		77560016		77787687		28392505740

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		20190628045062		2,079,602		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		200002		-769453		17235741		17286336		6309512468				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		３４９  １０年国債		20190628045062		2,079,580		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		200000		-769445		17235559		17286153		6309445720

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		20181220000005		11,435,939		0.0961889921		-0.329		9.03		9.06575342		20280920		3309		1100011		-3762424		103266529		103675403		37841522151				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003520067		３５２  １０年国債		20181220000005		11,435,820		0.0961889921		-0.329		9.03		9.06575342		20280920		3309		1100000		-3762385		103265455		103674324		37841128380
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4670

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 日本国債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4670		9,999				9,999		19,998,002																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4670		10,001				10,001		20,002,895																基準価額 キジュンカガク		10090						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4670		10,004				10,004		28,623,783																純資産総額 ジュンシサンソウガク		115193625

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4670		10,005				10,005		217,457,161																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		115百万円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4670		10,006				10,006		303,461,605																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		10090						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4670		10,003				10,003		303,370,195																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4670		9,992				9,992		303,036,550																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4670		9,991				9,991		313,005,702																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4670		9,989				9,989		408,881,152																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4670		9,990				9,990		418,960,780																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4670		9,987				9,987		418,832,998

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4670		9,997				9,997		449,218,176

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4670		9,997				9,997		459,215,851																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4670		10,001				10,001		484,919,326																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4670		10,005				10,005		570,631,590																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4670		10,008				10,008		570,850,776																-1		20190731		0.5%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.1%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4670		10,003				10,003		580,563,133																-3		20190531		0.7%				-1		20190730		0.5%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4670		10,005				10,005		582,179,984																-6		20190228		0.9%				-3		20190530		0.8%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4670		10,004				10,004		632,118,882																-12		20180831		1.5%				-6		20190228		0.9%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4670		10,003				10,003		632,599,584																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		1.5%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4670		9,997				9,997		632,217,542																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4670		9,993				9,993		631,971,706																年初来 ネンショライ		20181231		1.0%				年初来 ネンショライ		20181231		1.0%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4670		9,988				9,988		631,646,248																設定来 セッテイク				0.9%				設定来 セッテイク				0.9%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4670		9,994				9,994		602,113,266

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4670		9,997				9,997		413,598,793																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4670		9,998				9,998		523,573,184																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4670		10,004				10,004		533,884,132																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4670		10,002				10,002		533,822,564																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4670		10,007				10,007		534,096,182																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4670		10,014				10,014		584,466,353																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4670		10,013				10,013		574,379,037																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4670		10,017				10,017		529,548,273																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4670		10,019				10,019		499,587,905																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4670		10,016				10,016		500,474,616																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4670		10,021				10,021		500,721,405																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4670		10,019				10,019		500,601,021

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4670		10,017				10,017		480,459,638																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4670		10,011				10,011		480,212,781																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4670		10,014				10,014		480,353,929																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4670		10,012				10,012		480,255,684																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4670		10,010				10,010		480,157,440																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4670		10,014				10,014		480,346,466																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4670		10,014				10,014		480,339,002																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4670		10,010				10,010		500,155,975																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4670		10,006				10,006		499,940,956																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4670		10,003				10,003		499,773,830																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4670		9,998				9,998		499,521,903																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4670		9,993				9,993		499,279,978

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4670		9,996				9,996		499,426,999

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4670		9,995				9,995		499,419,244

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4670		9,993				9,993		499,317,917

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4670		9,991				9,991		499,215,596

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4670		9,989				9,989		499,114,300

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4670		9,993				9,993		499,311,189

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4670		9,990				9,990		499,153,830

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4670		9,992				9,992		479,251,002

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4670		9,990				9,990		479,152,785

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4670		9,990				9,990		479,150,304

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4670		9,995				9,995		479,387,162

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4670		9,994				9,994		479,331,848

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4670		9,996				9,996		479,425,102

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4670		9,993				9,993		479,279,016

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4670		9,992				9,992		479,228,667

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4670		9,992				9,992		479,237,160

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4670		9,990				9,990		479,181,849

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4670		9,992				9,992		489,275,104

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4670		9,989				9,989		489,125,978

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4670		9,978				9,978		488,585,939

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4670		9,983				9,983		488,827,729

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4670		9,981				9,981		464,767,404

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4670		9,978				9,978		468,635,591

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4670		9,977				9,977		468,586,294

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4670		9,981				9,981		468,771,339

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4670		9,981				9,981		478,769,907

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4670		9,981				9,981		478,764,461

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4670		9,980				9,980		478,714,115

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4670		9,979				9,979		478,663,769

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4670		9,979				9,979		478,661,291

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4670		9,979				9,979		478,706,681

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4670		9,980				9,980		478,747,114

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4670		9,985				9,985		479,083,973

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4670		9,982				9,982		478,937,868

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4670		9,979				9,979		478,792,777

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4670		9,968				9,968		478,263,672

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4670		9,971				9,971		478,399,869

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4670		9,971				9,971		488,409,392

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4670		9,964				9,964		458,208,166

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4670		9,957				9,957		464,813,548

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4670		9,957				9,957		474,857,721

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4670		9,955				9,955		474,755,182

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4670		9,956				9,956		474,810,303

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4670		9,960				9,960		474,998,169

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4670		9,963				9,963		475,138,453

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4670		9,963				9,963		475,135,992

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4670		9,968				9,968		445,029,017

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4670		9,966				9,966		454,938,622

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4670		9,966				9,966		454,936,266

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4670		9,969				9,969		455,070,542

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4670		9,971				9,971		455,154,560

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4670		9,970				9,970		456,306,658

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4670		9,965				9,965		449,094,853

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4670		9,968				9,968		449,227,410

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4670		9,968				9,968		443,267,451

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4670		9,968				9,968		437,370,528

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4670		9,966				9,966		437,324,475

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4670		9,966				9,966		417,411,139

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4670		9,969				9,969		417,534,319

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4670		9,969				9,969		418,532,157

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4670		9,968				9,968		419,478,404

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4670		9,968				9,968		419,476,231

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4670		9,972				9,972		419,641,986

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4670		9,973				9,973		419,681,795

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4670		9,975				9,975		419,767,062

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4670		9,978				9,978		419,891,861

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4670		9,981				9,981		431,016,629

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4670		9,979				9,979		430,928,236

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4670		9,983				9,983		431,141,407

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4670		9,985				9,985		431,220,872

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4670		9,984				9,984		431,175,558

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4670		9,985				9,985		431,216,407

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4670		9,991				9,991		431,472,655

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4670		9,998				9,998		431,771,984

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4670		10,000				10,000		421,853,439

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4670		10,004				10,004		422,019,578

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4670		10,001				10,001		411,855,036

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4670		10,001				10,001		411,852,903

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4670		10,005				10,005		412,015,086

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4670		10,005				10,005		412,019,661

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4670		10,002				10,002		411,935,369

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4670		10,003				10,003		411,974,315

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4670		10,003				10,003		412,972,182

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4670		10,011				10,011		413,299,466

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4670		10,007		0		10,007		423,128,334

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4670		9,998				9,998		422,756,575

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4670		9,996				9,996		422,670,038

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4670		9,988				9,988		422,330,454

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4670		9,996				9,996		432,616,310

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4670		9,991				9,991		432,392,511

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4670		9,990				9,990		431,347,107

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4670		9,989				9,989		431,401,274

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4670		9,993				9,993		431,571,344

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4670		9,992				9,992		431,564,645

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4670		9,990				9,990		431,476,260

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4670		9,981				9,981		431,086,346

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4670		9,970				9,970		430,610,283

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4670		9,974				9,974		440,820,144

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4670		9,968				9,968		440,548,828

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4670		9,970				9,970		460,512,604

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4670		9,981				9,981		461,016,939

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4670		9,983				9,983		461,106,684

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4670		9,979				9,979		460,921,061

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4670		9,978				9,978		460,911,517

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4670		9,975				9,975		460,780,934

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4670		9,974				9,974		460,732,484

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4670		9,974				9,974		460,730,099

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4670		9,975				9,975		450,764,998

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4670		9,972				9,972		450,628,469

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4670		9,972				9,972		450,746,137

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4670		9,973				9,973		800,599,981

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4670		9,970				9,970		800,355,679

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4670		9,971				9,971		450,682,355

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4670		9,971				9,971		450,680,021

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4670		9,972				9,972		430,780,752

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4670		9,973				9,973		429,821,299

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4670		9,972				9,972		429,819,073

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4670		9,973				9,973		444,855,376

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4670		9,975				9,975		444,942,029

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4670		9,974				9,974		444,895,247

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4670		9,976				9,976		445,032,662

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4670		9,990				9,990		445,646,188

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4670		9,991				9,991		445,688,363

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4670		9,994				9,994		445,819,501

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4670		9,990				9,990		430,606,177

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4670		9,985				9,985		430,389,052

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4670		9,979				9,979		430,177,475

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4670		9,980				9,980		430,218,229

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4670		9,983				9,983		430,344,941

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4670		9,983				9,983		423,355,610

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4670		9,987				9,987		423,522,541

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4670		9,988				9,988		423,558,246

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4670		9,991				9,991		423,682,895

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4670		9,994				9,994		423,807,543

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4670		9,991				9,991		423,676,315

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4670		9,986				9,986		423,458,329

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4670		9,986				9,986		423,456,137

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4670		9,989				9,989		420,631,298

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4670		9,984				9,984		420,419,203

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4670		9,985				9,985		420,500,993

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4670		9,981				9,981		420,377,287

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4670		9,978				9,978		420,249,147

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4670		9,980				9,980		420,629,337

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4670		9,980				9,980		420,627,159

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4670		9,982				9,982		420,709,015

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4670		9,981				9,981		415,669,464

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4670		9,983				9,983		415,760,348

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4670		9,984				9,984		415,799,714

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4670		9,983				9,983		465,756,043

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4670		9,983				9,983		465,753,633

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4670		9,986				9,986		465,886,928

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4670		9,985				9,985		465,838,005

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4670		9,978				9,978		465,510,019

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4670		9,976				9,976		465,414,588

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4670		9,979				9,979		465,551,710

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4670		9,982				9,982		465,730,522

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4670		9,980				9,980		465,735,089

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4670		9,975				9,975		465,500,089

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4670		9,974				9,974		465,451,162

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4670		9,977				9,977		465,588,307

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4670		9,974				9,974		465,434,293

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4670		9,974				9,974		465,472,697

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4670		9,969				9,969		465,230,459

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4670		9,960				9,960		464,809,374

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4670		9,965				9,965		465,049,565

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4670		9,963				9,963		465,000,639

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4670		9,962				9,962		464,946,898

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4670		9,961				9,961		464,898,968

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4670		9,957				9,957		464,710,483

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4670		9,959				9,959		464,801,116

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4670		9,960				9,960		464,845,229

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4670		9,961				9,961		464,884,527

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4670		9,964				9,964		465,041,678

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4670		9,961				9,961		464,899,711

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4670		9,958				9,958		464,757,746

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4670		9,962				9,962		464,941,418

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4670		9,957				9,957		464,701,599

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4670		9,952				9,952		465,366,826

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4670		9,958				9,958		465,644,059

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4670		9,951				9,951		465,362,006

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4670		9,955				9,955		465,586,840

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4670		9,956				9,956		465,626,223

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4670		9,961				9,961		465,856,864

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4670		9,961				9,961		465,854,452

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4670		9,959				9,959		465,758,819

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4670		9,963				9,963		455,991,811

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4670		9,965				9,965		456,073,593

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4670		9,967				9,967		456,173,483

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4670		9,969				9,969		456,262,349

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4670		9,971				9,971		456,352,208

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4670		9,970				9,970		459,299,505

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4670		9,968				9,968		459,205,302

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4670		9,971				9,971		449,284,370

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4670		9,971				9,971		446,338,888

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4670		9,974				9,974		446,470,397

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4670		9,976				9,976		446,552,676

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4670		9,979				9,979		496,684,185

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4670		9,976				9,976		496,534,806

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4670		9,978				9,978		496,631,433

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4670		9,969				9,969		496,223,283

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4670		9,983				9,983		496,910,011

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4670		9,978				9,978		496,659,425

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4670		9,978				9,978		496,706,454

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4670		9,976				9,976		496,604,677

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4670		9,977				9,977		496,651,709

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4670		9,978		0		9,978		496,693,592

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4670		9,976				9,976		496,601,814

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4670		9,976				9,976		507,638,401

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4670		9,977				9,977		507,686,475

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4670		9,980				9,980		507,836,951

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4670		9,981				9,981		456,899,396

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4670		9,981				9,981		456,897,029

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4670		9,983				9,983		456,988,498

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4670		9,987				9,987		457,175,548

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4670		9,986				9,986		457,122,834

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4670		9,980				9,980		451,932,666

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4670		9,980				9,980		451,932,316

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4670		9,978				9,978		451,839,743

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4670		9,975				9,975		451,683,149

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4670		9,976				9,976		451,721,246

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4670		9,983				9,983		452,065,572

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4670		9,980				9,980		451,927,884

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4670		9,977				9,977		451,790,194

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4670		9,977				9,977		461,787,855

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4670		9,979				9,979		461,872,911

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4670		9,981				9,981		461,962,748

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4670		9,982				9,982		462,016,470

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4670		9,980				9,980		461,921,849

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4670		9,978				9,978		461,827,229

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4670		9,975				9,975		461,727,828

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4670		9,975				9,975		461,726,432

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4670		9,977				9,977		461,816,269

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4670		9,974				9,974		461,675,536

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4670		9,965				9,965		461,258,117

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4670		9,966				9,966		461,302,038

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4670		9,969				9,969		461,437,992

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4670		9,966				9,966		461,297,259

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4670		9,966				9,966		461,294,870

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4670		9,968				9,968		461,384,710

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4670		9,976				9,976		461,744,069

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4670		9,973				9,973		461,634,200

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4670		9,973				9,973		461,668,354

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4670		9,971				9,971		461,573,735

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4670		9,971				9,971		461,571,345

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4670		9,971				9,971		461,568,955

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4670		9,972				9,972		461,622,679

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4670		9,969				9,969		461,477,166

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4670		9,967				9,967		461,382,548

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4670		9,967				9,967		471,381,154

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4670		9,966				9,966		471,331,602

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4670		9,966				9,966		471,329,161

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4670		9,967				9,967		471,368,951

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4670		9,969				9,969		481,466,729

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4670		9,971				9,971		481,608,560

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4670		9,971				9,971		481,606,065

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4670		9,973				9,973		481,702,772

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4670		9,973				9,973		481,695,284

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4670		9,975				9,975		481,790,996

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4670		9,977				9,977		471,910,714

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4670		9,975				9,975		471,814,047

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4670		9,970				9,970		473,067,992

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4670		9,969				9,969		722,569,259

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4670		9,968				9,968		722,493,316

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4670		9,968				9,968		722,489,573

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4670		9,968				9,968		722,485,830

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4670		9,968				9,968		722,554,287

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4670		9,969				9,969		738,765,529

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4670		9,967				9,967		738,623,960

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4670		9,967				9,967		738,620,015

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4670		9,973				9,973		739,058,958

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4670		9,974				9,974		754,112,761

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4670		9,974				9,974		754,102,036

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4670		9,976				9,976		754,248,741

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4670		9,974				9,974		754,094,222

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4670		9,974				9,974		754,101,259

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4670		9,976				9,976		754,257,963

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4670		9,975				9,975		744,237,210

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4670		9,973				9,973		744,087,726

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4670		9,973				9,973		744,083,871

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4670		9,974				9,974		744,156,312

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4670		9,974				9,974		744,152,456

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4670		9,977				9,977		734,366,813

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4670		9,976				9,976		727,280,403

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4670		9,977				9,977		727,349,230

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4670		9,977				9,977		727,345,453

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4670		9,977				9,977		727,341,676

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4670		9,977				9,977		727,330,372

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4670		9,973				9,973		677,103,778

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4670		9,973				9,973		677,110,269

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4670		9,973				9,973		677,106,762

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4670		9,972				9,972		677,035,645

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4670		9,973				9,973		677,089,227

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4670		9,971				9,971		676,952,521

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4670		9,973				9,973		677,084,233

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4670		9,974				9,974		677,148,335

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4670		9,955				9,955		619,874,453

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4670		9,957				9,957		619,995,229

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4670		9,965				9,965		620,490,959

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4670		9,958				9,958		620,053,782

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4670		9,955				9,955		619,864,586

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4670		9,952				9,952		619,670,957

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4670		9,963				9,963		620,389,474

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4670		9,933				9,933		618,526,383

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4670		9,940				9,940		618,988,014

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4670		9,944				9,944		604,298,563

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4670		9,945				9,945		604,349,676

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4670		9,945				9,945		604,346,546

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4670		9,943				9,943		604,222,410

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4670		9,941				9,941		604,098,275

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4670		9,947				9,947		604,458,163

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4670		9,949				9,949		604,640,277

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4670		9,947				9,947		604,516,140

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4670		9,951				9,951		604,755,020

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4670		9,948				9,948		604,561,399

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4670		9,952				9,952		604,800,262

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4670		9,954				9,954		604,911,860

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4670		9,953				9,953		604,853,204

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4670		9,950				9,950		604,668,574

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4670		9,950				9,950		604,665,442

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4670		9,949				9,949		604,601,811

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4670		9,951				9,951		604,716,397

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4670		9,951				9,951		604,713,265

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4670		9,949				9,949		604,628,922

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4670		9,944				9,944		604,323,292

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4670		9,945				9,945		604,441,161

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4670		9,940				9,940		604,129,271

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4670		9,941				9,941		604,217,507

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4670		9,943				9,943		604,335,379

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4670		9,945				9,945		604,453,250

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4670		9,945				9,945		604,450,119

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4670		9,943		0		9,943		604,319,725

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4670		9,944				9,944		604,387,095

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4670		9,944				9,944		604,384,991

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4670		9,944				9,944		603,383,167

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4670		9,944				9,944		603,380,041

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4670		9,942				9,942		603,246,743

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4670		9,940				9,940		602,696,790

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4670		9,939				9,939		602,693,669

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4670		9,935				9,935		602,454,105

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4670		9,935				9,935		602,441,625

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4670		9,938				9,938		602,622,553

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4670		9,941				9,941		602,800,496

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4670		9,938				9,938		617,600,129

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4670		9,937				9,937		617,568,465

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4670		9,937				9,937		717,542,163

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4670		9,938				9,938		707,610,317

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4670		9,931				9,931		697,199,776

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4670		9,935				9,935		697,475,662

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4670		9,932				9,932		697,251,591

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4670		9,935				9,935		348,870,947

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4670		9,939				9,939		349,018,955

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4670		9,937				9,937		348,947,239

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4670		9,939				9,939		334,033,938

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4670		9,937				9,937		333,966,294

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4670		9,939				9,939		334,031,473

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4670		9,937				9,937		333,962,835

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4670		9,938				9,938		334,028,014

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4670		9,937				9,937		333,989,370

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4670		9,938				9,938		334,026,069

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4670		9,943				9,943		334,191,610

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4670		9,951				9,951		334,460,496

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4670		9,952				9,952		334,492,219

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4670		9,955				9,955		334,587,388

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4670		9,952				9,952		334,525,080

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4670		9,950				9,950		334,456,436

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4670		9,951				9,951		334,488,160

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4670		9,949				9,949		334,450,383

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4670		9,951				9,951		334,512,104

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4670		9,949				9,949		334,443,455

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4670		9,949				9,949		334,475,182

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4670		9,950				9,950		334,506,908

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4670		9,950				9,950		334,505,176

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4670		9,951				9,951		334,533,439

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4670		9,953				9,953		334,608,623

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4670		9,955				9,955		334,673,807

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4670		9,955				9,955		334,672,074

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4670		9,957				9,957		334,738,254

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4670		9,962				9,962		334,900,349

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4670		9,959				9,959		334,798,239

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4670		9,961				9,961		334,868,396

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4670		9,961				9,961		334,866,662

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4670		9,962				9,962		334,926,643

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4670		9,962				9,962		334,927,893

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4670		9,957				9,957		334,758,866

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4670		9,964				9,964		335,031,131

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4670		9,962				9,962		334,962,476

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4670		9,965				9,965		335,057,654

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4670		9,970				9,970		335,254,084

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4670		9,970				9,970		335,252,348

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4670		9,976				9,976		335,451,384

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4670		9,975				9,975		335,416,185

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4670		9,982				9,982		335,645,211

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4670		9,980				9,980		335,586,548

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4670		9,976				9,976		335,450,962

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4670		9,975				9,975		335,449,225

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4670		9,982				9,982		335,681,722

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4670		9,984				9,984		335,743,431

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4670		9,988				9,988		335,876,537

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4670		9,986				9,986		335,807,874

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4670		9,986				9,986		335,806,135

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4670		9,980				9,980		335,609,599

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4670		9,990				9,990		322,922,324

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4670		9,984				9,984		322,730,652

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4670		9,984				9,984		322,728,981

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4670		9,994				9,994		323,048,951

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4670		10,012				10,012		323,616,196

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4670		10,002				10,002		323,851,530

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4670		9,992				9,992		323,527,705

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4670		9,986				9,986		323,332,742

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4670		9,990				9,990		323,459,927

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4670		9,992				9,992		323,532,680

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4670		9,991				9,991		323,493,761

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4670		9,995				9,995		323,621,941

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4670		9,997				9,997		273,664,676

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4670		9,995				9,995		273,609,783

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4670		9,996				9,996		273,632,767

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4670		9,998				9,998		273,690,796

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4670		9,996				9,996		273,634,907

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4670		9,994				9,994		273,579,019

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4670		10,000				10,000		273,744,001

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4670		10,000				10,000		273,739,747

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4670		9,998				9,998		273,683,859

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4670		9,997				9,997		273,655,205

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4670		10,000				10,000		273,735,494

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4670		10,008				10,008		273,979,198

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4670		10,002				10,002		274,835,996

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4670		10,001				10,001		274,807,237

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4670		10,002				10,002		274,833,150

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4670		9,998				9,998		274,722,382

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4670		10,006				10,006		274,939,650

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4670		9,999				9,999		274,742,605

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4670		9,999				9,999		275,745,812

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4670		10,003				10,003		275,854,122

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4670		10,005				10,005		275,907,564

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4670		10,006				10,006		275,925,723

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4670		10,009				10,009		276,007,592

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4670		10,009				10,009		276,033,596

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4670		10,010				10,010		276,064,576

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4670		10,010				10,010		276,063,147

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4670		10,006				10,006		195,915,761

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4670		10,004				10,004		195,878,780

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4670		10,002				10,002		195,838,816

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4670		10,000				10,000		195,798,852

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4670		9,995				9,995		195,700,464

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4670		9,991				9,991		195,649,365

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4670		9,988				9,988		195,589,920

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4670		9,993				9,993		195,686,297

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4670		9,994				9,994		195,704,762

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4670		10,002				10,002		195,859,570

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4670		10,000		0		10,000		195,837,054

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4670		10,001				10,001		195,865,520

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4670		10,006				10,006		195,961,897

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4670		10,006				10,006		195,960,885

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4670		10,004				10,004		195,920,918

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4670		10,005				10,005		195,887,020

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4670		10,006				10,006		195,905,480

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4670		10,003				10,003		195,846,053

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4670		10,016				10,016		196,102,143

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4670		10,022				10,022		196,215,939

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4670		10,013				10,013		196,042,662

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4670		10,013				10,013		196,041,650

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4670		10,025				10,025		196,293,775

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4670		10,024				10,024		196,273,290

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4670		10,019				10,019		196,172,887

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4670		10,009				10,009		196,006,994

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4670		10,008				10,008		200,986,507

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4670		10,003				10,003		200,885,615

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4670		9,999				9,999		200,804,695

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4670		10,007				10,007		200,961,350

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4670		10,007				10,007		200,960,312

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4670		10,011				10,011		201,039,158

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4670		10,010				10,010		201,030,149

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4670		10,008				10,008		200,989,169

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4670		10,000				10,000		200,826,286

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4670		9,994				9,994		200,706,417

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4670		9,988				9,988		200,585,552

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4670		9,994				9,994		200,725,309

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4670		9,993				9,993		200,704,301

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4670		9,994				9,994		200,721,161

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4670		9,995				9,995		200,743,074

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4670		9,998				9,998		200,801,949

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4670		9,997				9,997		200,783,926

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4670		10,000				10,000		200,842,803

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4670		10,001				10,001		200,871,327

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4670		10,001				10,001		200,900,129

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4670		9,999				9,999		200,859,148

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4670		10,000				10,000		200,878,083

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4670		9,999				9,999		200,865,000

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4670		10,000				10,000		200,883,936

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4670		10,000				10,000		200,882,899

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4670		10,004				10,004		200,962,750

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4670		10,001				10,001		180,963,115

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4670		9,996				9,996		180,888,352

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4670		9,996				9,996		180,892,393

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4670		9,998				9,998		180,927,440

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4670		10,000				10,000		180,962,487

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4670		10,004				10,004		181,033,514

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4670		10,002				10,002		180,997,713

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4670		10,006				10,006		181,068,740

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4670		10,015				10,015		181,229,718

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4670		10,010				10,010		181,138,830

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4670		10,017				10,017		181,263,827

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4670		10,016				10,016		181,243,029

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4670		10,021				10,021		181,361,884

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4670		10,035				10,035		181,630,831

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4670		10,031				10,031		181,557,924

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4670		10,028				10,028		181,503,011

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4670		10,030				10,030		181,536,184

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4670		10,026				10,026		181,473,278

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4670		10,027				10,027		181,490,334

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4670		10,027				10,027		179,989,675

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4670		10,030				10,030		180,042,277

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4670		10,028				10,028		180,003,799

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4670		10,030				10,030		180,044,932

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4670		10,035				10,035		180,133,221

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4670		10,047				10,047		180,346,417

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4670		10,048				10,048		180,368,306

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4670		10,042				10,042		180,292,190

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4670		10,043				10,043		180,312,090

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4670		10,039				10,039		180,239,777

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4670		10,037				10,037		180,203,155

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4670		10,043				10,043		200,309,299

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4670		10,036				10,036		200,187,249

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4670		10,034				10,034		200,176,406

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4670		10,043				10,043		200,353,817

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4670		10,042				10,042		200,332,955

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4670		10,043				10,043		200,351,748

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4670		10,036				10,036		200,209,850

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4670		10,031				10,031		200,109,679

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4670		10,024				10,024		189,943,868

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4670		10,029				10,029		189,546,448

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4670		10,019				10,019		189,357,633

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4670		10,021				10,021		189,410,076

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4670		10,021				10,021		189,410,094

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4670		10,027				10,027		189,521,818

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4670		10,029				10,029		189,558,407

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4670		10,029				10,029		189,555,473

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4670		10,032				10,032		189,615,821

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4670		10,032				10,032		189,614,842

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4670		10,034				10,034		189,654,414

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4670		10,034				10,034		189,653,435

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4670		10,032				10,032		189,612,931

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4670		10,036				10,036		189,694,967

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4670		10,036				10,036		189,693,988

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4670		10,025				10,025		189,486,389

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4670		10,039				10,039		189,797,006

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4670		10,051				10,051		190,019,500

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4670		10,048				10,048		189,962,160

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4670		10,058				10,058		170,108,337

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4670		10,057				10,057		119,817,883

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4670		10,069				10,069		119,959,340

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4670		10,076				10,076		120,051,581

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4670		10,069				10,069		114,944,614

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4670		10,076				10,076		115,023,425

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4670		10,074				10,074		115,001,139

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4670		10,075				10,075		115,010,703

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4670		10,078				10,078		115,044,141

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4670		10,081				10,081		115,082,552

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4670		10,081				10,081		115,093,302

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4670		10,077				10,077		115,047,333

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4670		10,094				10,094		115,238,393

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4670		10,087				10,087		115,161,377

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4670		10,089				10,089		115,183,470

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4670		10,095				10,095		115,250,938

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4670		10,090				10,090		115,193,625
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4670

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 日本国債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9359		日本国債0-10マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		0		0		10,007				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		0		0		9,978				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						0

		第3期		2018/09/10		0		0		9,943

		第4期		2019/03/11		0		0		10,000

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		0		0		10,007				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		0		0		9,978				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						0

		第3期		2018/09/10		0		0		9,943

		第4期		2019/03/11		0		0		10,000
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4670		1		20170911		70		12.81		8.94		-6.68		3.09		0		0		10007.24		0		10007

		20170911140		4670		1		20170911		140		6.38		4.45		0		3.09		0		0		13.92		0		10007

		20170911160		4670		1		20170911		160		0		0		0		0		0		0		0		0		10007

		20170911210		4670		1		20170911		210		0		0		-6.68		3.09		6.38		4.45		10007.24		0		10007

		20180312070		4670		2		20180312		70		11.65		-12.26		-28.74		11.95		2.52		1.76		9978.2		0		9978

		20180312140		4670		2		20180312		140		2.97		0		0		11.95		2.52		1.76		19.2		0		9978

		20180312160		4670		2		20180312		160		0		0		0		0		0		0		0		0		9978

		20180312210		4670		2		20180312		210		0		0		-28.74		11.95		5.49		1.76		9978.2		0		9978

		20180910070		4670		3		20180910		70		12.29		-34.88		-39.32		16.48		2.96		0.95		9942.96		0		9943

		20180910140		4670		3		20180910		140		3.39		0		0		16.48		2.96		0.95		23.78		0		9943

		20180910160		4670		3		20180910		160		0		0		0		0		0		0		0		0		9943

		20180910210		4670		3		20180910		210		0		0		-39.32		16.48		6.34		0.95		9942.96		0		9943

		20190311070		4670		4		20190311		70		14.19		60.81		-48.43		19.54		5.28		0.79		10000.41		0		10000

		20190311140		4670		4		20190311		140		10.92		12.31		0		19.54		5.28		0.79		48.84		0		10000

		20190311160		4670		4		20190311		160		0		0		0		0		0		0		0		0		10000

		20190311210		4670		4		20190311		210		0		0		-48.43		19.54		16.21		13.09		10000.41		0		10000





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
0円		第2期
18.3.12
0円		第3期
18.9.10
0円		第4期
19.3.11
0円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		13		6		9		4		0		0		0		3		0		3		14		0		10,007						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		12		3		△ 12		0		4		3		2		12		0		12		19		0		9,978				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		6		3		3		11		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		12		3		△ 35		0		4		3		1		16		0		16		24		0		9,943				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		14		19		24		49		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		14		11		61		12		6		5		1		20		0		20		49		0		10,000

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0





 


ファンドの目的 


 


各ファンドの目的は、次のとおりです。  


ファンド名  ファンドの目的 


日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入


を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するととも


に、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債&住宅金


融支援機構債コース 


わが国の超長期国債および住宅金融支援機構が発行する債


券に投資し、信託財産の着実な成長をめざします。  


マネーコース 


円建ての債券を中心に投資することにより、安定した収益


の確保をめざします。 


 


ファンドの特色 


 


1． わが国の債券に投資する3つのコースとマネーコースで構成されています。  


・ 日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして


運用を行ないます。 


 残存期間が最長10年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほぼ同程度と


なるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざします。  


※このような運用手法を等金額投資といいます。  


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ない ます。 


 残存期間が18年程度から20年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほ


ぼ同程度となるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざしま す。 


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債&住宅金融支援機構債コース  


わが国の超長期国債と住宅金融支援機構債に均等に投資することを基本とします  


※超長期国債部分の運用については「超長期国債コース」と同様とします。  


住宅金融支援機構債について  


政府100%出資の住宅金融支援機構が発行する資産担保証券をさします。以下「機構債」といいます。  


機構債は、旧住宅金融公庫が発行した同種の債券である公庫債を含みます。  


当コースは、一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限（分散投資規制）」に定めら


れた比率を超えて、特定の発行体の発行する銘柄に集中して投資する、特化型運用を行なうファンドです。したが


って、発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。  


・ マネーコース 


円建ての債券を中心に投資します。  


 投資にあたっては、残存期間が 1年未満、取得時においてＡ-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパ


ーに投資することを基本とします。  




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




2. 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


3. 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




 


● 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、投資元本が保証さ


れているものではなく、これを割込むことがあります。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は異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。  


 


[日本国債コース]、[超長期国債コース]、[マネーコース] 


「公社債の価格変動（価格変動リスク、信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等） 」 


[超長期国債&住宅金融支援機構債コース ] 


「公社債の価格変動（価格変動リスク、信用リスク ）」、「機構債固有の投資リスク」、 「特定銘柄への集中投資リスク」 、


「その他（解約申込みに伴うリスク等）」  


 


[マネーコース]においては、資金の管理にあたって費用が発生することがあり、この場合、基準価額が下落する要因と


なります。 


※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません 。 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください 。 


 




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計


算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から平成


29年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）に


おける新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に


対して以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。  




 


2. 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


3. 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




 


ファンドの目的 


 


各ファンドの目的は、次のとおりです。  


ファンド名  ファンドの目的 


日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入


を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するととも


に、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債&住宅金


融支援機構債コース 


わが国の超長期国債および住宅金融支援機構が発行する債


券に投資し、信託財産の着実な成長をめざします。  


マネーコース 


円建ての債券を中心に投資することにより、安定した収益


の確保をめざします。 


 


ファンドの特色 


 


1． わが国の債券に投資する3つのコースとマネーコースで構成されています。  


・ 日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして


運用を行ないます。 


 残存期間が最長10年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほぼ同程度と


なるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざします。  


※このような運用手法を等金額投資といいます。  


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ない ます。 


 残存期間が18年程度から20年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほ


ぼ同程度となるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざしま す。 


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債&住宅金融支援機構債コース  


わが国の超長期国債と住宅金融支援機構債に均等に投資することを基本とします 。 


※超長期国債部分の運用については「超長期国債コース」と同様とします。  


住宅金融支援機構債について  


政府100%出資の住宅金融支援機構が発行する資産担保証券をさします。以下「機構債」といいます。  


機構債は、旧住宅金融公庫が発行した同種の債券である公庫債を含みます。  


当コースは、一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限（分散投資規制）」に定めら


れた比率を超えて、特定の発行体の発行する銘柄に集中して投資する、特化型運用を行なうファンドです。したが


って、発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。  


・ マネーコース 


円建ての債券を中心に投資します。  


 投資にあたっては、残存期間が 1年未満、取得時においてＡ-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパ


ーに投資することを基本とします。  




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から平成


29年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）に


おける新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に


対して以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物 取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。  




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 






コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt
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		42				0																0												0円

		43				0																0												0円

		44				0																0												0円														債券 種別構成 サイケンタネベツコウセイ																												合計9838.8%														債券 格付別構成 サイケンカクヅケベツコウセイ																												合計10000.0%

		45				0																0												0円														種別 シュベツ																																比率 ヒリツ										格付別 カクヅケベツ																																比率 ヒリツ

		46				0																0												0円														国債																																9838.8%										AAA																																10000.0%

		47				0																0												0円														0																																0.0%										AA																																---

		48				0																0												0円														0																																0.0%										A																																---

		49				0																0												0円														0																																0.0%										BBB																																---

		50				0																0												0円														0																																0.0%										BB以下																																---

		51				分配金合計額																				設定来： 0円

		52																								直近12期：

		53				※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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		59

		60

		61				※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。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、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社
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		73
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		1

		2

		3				組入上位10銘柄																																																																																																												合計9838.8%

		4				銘柄名																																																																				利率（％） リリツ																				償還日 ショウカンビ																				比率

		5				１２６  ５年国債																																																																				0.1																				2020/12/20																				1029.4%

		6				１２２  ５年国債																																																																				0.1																				2019/12/20																				1025.2%

		7				３４９  １０年国債																																																																				0.1																				2027/12/20																				992.9%

		8				３５２  １０年国債																																																																				0.1																				2028/09/20																				992.8%

		9				３４１  １０年国債																																																																				0.3																				2025/12/20																				978.1%

		10				３４５  １０年国債																																																																				0.1																				2026/12/20																				971.7%

		11				３３７  １０年国債																																																																				0.3																				2024/12/20																				971.2%

		12				３３２  １０年国債																																																																				0.6																				2023/12/20																				967.2%

		13				３２７  １０年国債																																																																				0.8																				2022/12/20																				963.9%

		14				１３０  ５年国債																																																																				0.1																				2021/12/20																				946.5%

		15				※比率は、純資産総額に対するものです。
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		17

		18				≪ファンドマネージャーのコメント≫																																																																																																																										※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
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		74																																																																																																																														※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。





FundReport

		設定時		設定時		設定時

		17/3/1		17/3/1		17/3/1

		17/3/2		17/3/2		17/3/2

		17/3/3		17/3/3		17/3/3

		17/3/6		17/3/6		17/3/6

		17/3/7		17/3/7		17/3/7

		17/3/8		17/3/8		17/3/8

		17/3/9		17/3/9		17/3/9

		17/3/10		17/3/10		17/3/10

		17/3/13		17/3/13		17/3/13

		17/3/14		17/3/14		17/3/14

		17/3/15		17/3/15		17/3/15

		17/3/16		17/3/16		17/3/16

		17/3/17		17/3/17		17/3/17

		17/3/21		17/3/21		17/3/21

		17/3/22		17/3/22		17/3/22

		17/3/23		17/3/23		17/3/23

		17/3/24		17/3/24		17/3/24

		17/3/27		17/3/27		17/3/27

		17/3/28		17/3/28		17/3/28

		17/3/29		17/3/29		17/3/29

		17/3/30		17/3/30		17/3/30

		17/3/31		17/3/31		17/3/31

		17/4/3		17/4/3		17/4/3

		17/4/4		17/4/4		17/4/4

		17/4/5		17/4/5		17/4/5

		17/4/6		17/4/6		17/4/6

		17/4/7		17/4/7		17/4/7

		17/4/10		17/4/10		17/4/10

		17/4/11		17/4/11		17/4/11

		17/4/12		17/4/12		17/4/12

		17/4/13		17/4/13		17/4/13

		17/4/14		17/4/14		17/4/14

		17/4/17		17/4/17		17/4/17

		17/4/18		17/4/18		17/4/18

		17/4/19		17/4/19		17/4/19

		17/4/20		17/4/20		17/4/20

		17/4/21		17/4/21		17/4/21

		17/4/24		17/4/24		17/4/24

		17/4/25		17/4/25		17/4/25

		17/4/26		17/4/26		17/4/26

		17/4/27		17/4/27		17/4/27

		17/4/28		17/4/28		17/4/28

		17/5/1		17/5/1		17/5/1

		17/5/2		17/5/2		17/5/2

		17/5/8		17/5/8		17/5/8

		17/5/9		17/5/9		17/5/9

		17/5/10		17/5/10		17/5/10

		17/5/11		17/5/11		17/5/11

		17/5/12		17/5/12		17/5/12

		17/5/15		17/5/15		17/5/15

		17/5/16		17/5/16		17/5/16

		17/5/17		17/5/17		17/5/17

		17/5/18		17/5/18		17/5/18

		17/5/19		17/5/19		17/5/19

		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30

		17/5/31		17/5/31		17/5/31

		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

9999

9999

19998002

10001

10001

20002895

10004

10004

28623783

10005

10005

217457161

10006

10006

303461605

10003

10003

303370195

9992

9992

303036550

9991

9991

313005702

9989

9989

408881152

9990

9990

418960780

9987

9987

418832998

9997

9997

449218176

9997

9997

459215851

10001

10001

484919326

10005

10005

570631590

10008

10008

570850776

10003

10003

580563133

10005

10005

582179984

10004

10004

632118882

10003

10003

632599584

9997

9997

632217542

9993

9993

631971706

9988

9988

631646248

9994

9994

602113266

9997

9997

413598793

9998

9998

523573184

10004

10004

533884132

10002

10002

533822564

10007

10007

534096182

10014

10014

584466353

10013

10013

574379037

10017

10017

529548273

10019

10019

499587905

10016

10016

500474616

10021

10021

500721405

10019

10019

500601021

10017

10017

480459638

10011

10011

480212781

10014

10014

480353929

10012

10012

480255684

10010

10010

480157440

10014

10014

480346466

10014

10014

480339002

10010

10010

500155975

10006

10006

499940956

10003

10003

499773830

9998

9998

499521903

9993

9993

499279978

9996

9996

499426999

9995

9995

499419244

9993

9993

499317917

9991

9991

499215596

9989

9989

499114300

9993

9993

499311189

9990

9990

499153830

9992

9992

479251002

9990

9990

479152785

9990

9990

479150304

9995

9995

479387162

9994

9994

479331848

9996

9996

479425102

9993

9993

479279016

9992

9992

479228667

9992

9992

479237160

9990

9990

479181849

9992

9992

489275104

9989

9989

489125978

9978

9978

488585939

9983

9983

488827729

9981

9981

464767404

9978

9978

468635591

9977

9977

468586294

9981

9981

468771339

9981

9981

478769907

9981

9981

478764461

9980
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						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		10		9,838.8%				国債		9,838.8%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.2				日本国債0-10MF		9,990.3%				１２６  ５年国債		0.1		---		2020/12/20		1,029.4%				1年未満		1042.0%				年 ネン		4.6899238646						-1		20190731		0.5%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				---		---				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.3				---		---				１２２  ５年国債		0.1		---		2019/12/20		1,025.2%				1年以上2年未満		1046.2%				日 ヒ		1711.8222105694						-3		20190531		0.7%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		10		98.3880097531				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				161.2%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		4.7				---		---				３４９  １０年国債		0.1		---		2027/12/20		992.9%				2年以上3年未満		962.0%												-6		20190228		0.9%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		10.420099965		1年未満		1042.0%

						合計 ゴウケイ		10		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		4.8				---		---				３５２  １０年国債		0.1		---		2028/09/20		992.8%				3年以上4年未満		979.7%												-12		20180831		1.5%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		10.4623704684		1年以上2年未満		1046.2%

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		1739.9				---		---				３４１  １０年国債		0.3		---		2025/12/20		978.1%				4年以上5年未満		983.0%												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		9.6196585546		2年以上3年未満		962.0%

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				３４５  １０年国債		0.1		---		2026/12/20		971.7%				5年以上6年未満		987.2%												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		9.7967291535		3年以上4年未満		979.7%

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9359						---		---				３３７  １０年国債		0.3		---		2024/12/20		971.2%				6年以上7年未満		994.1%												年初来 ネンショライ		20181231		1.0%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		9.8302443299		4年以上5年未満		983.0%

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				３３２  １０年国債		0.6		---		2023/12/20		967.2%				7年以上8年未満		987.6%												設定来 セッテイライ				0.9%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		9.8716113309		5年以上6年未満		987.2%

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.2				---		---				３２７  １０年国債		0.8		---		2022/12/20		963.9%				8年以上9年未満		1009.2%																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		9.9408880873		6年以上7年未満		994.1%

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.3				---		---				１３０  ５年国債		0.1		---		2021/12/20		946.5%				9年以上10年未満		1009.0%												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		9.8762806033		7年以上8年未満		987.6%

														合計 ゴウケイ		9,838.8%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		4.7				合計 ゴウケイ		9,990.3%				合計 ゴウケイ								9,838.8%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		10.0918832878		8年以上9年未満		1009.2%

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		4.8																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		10.090233337		9年以上10年未満		1009.0%

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		1739.9										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１２６  ５年国債		0.1		---		2020/12/20		1,029.4%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				---												１２２  ５年国債		0.1		---		2019/12/20		1,025.2%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										３４９  １０年国債		0.1		---		2027/12/20		992.9%				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		98.3880097531				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										３５２  １０年国債		0.1		---		2028/09/20		992.8%				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		10		9,838.8%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										３４１  １０年国債		0.3		---		2025/12/20		978.1%				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		---										３４５  １０年国債		0.1		---		2026/12/20		971.7%				18年以上19年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.6%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										３３７  １０年国債		0.3		---		2024/12/20		971.2%				19年以上		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		10		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---										３３２  １０年国債		0.6		---		2023/12/20		967.2%																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		---		18年以上19年未満		---

																				B+		---																３２７  １０年国債		0.8		---		2022/12/20		963.9%				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				---		19年以上		---

																				B		---				---												１３０  ５年国債		0.1		---		2021/12/20		946.5%				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		1,025.2%												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		1,029.4%												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,838.8%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		946.5%												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		963.9%												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		10.2521285615		1年未満		1,025.2%

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		967.2%												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		10.2937181		1年以上2年未満		1,029.4%

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		971.2%												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		9.4645906987		2年以上3年未満		946.5%

																				9359																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		978.1%												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		9.6388070082		3年以上4年未満		963.9%

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		971.7%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		9.6717822653		4年以上5年未満		967.2%

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		992.9%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		9.7124819885		5年以上6年未満		971.2%

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		992.8%																														FR1		外国リート		0												6		～		7		9.7806427175		6年以上7年未満		978.1%

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,838.8%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		9.7170760404		7年以上8年未満		971.7%

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		9.9292028271		8年以上9年未満		992.9%

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		9.9275794565		9年以上10年未満		992.8%

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		10,000.0%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		---																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		---																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		---		18年以上19年未満		---

																				A-		---																																																																												19		～				---		19年以上		---

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				---						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		---				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		DB1		国内債券		10		0		0.00		113,336,715		98.39		113,336,715		98.39		115193625		113,336,715		98.39



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10MF		115,081,533		99.90		115193625



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		0001		国債		0		0.00		113,336,715		100.00		113,336,715		100.00		113,336,715		98.39		115193625		113,336,715		98.39



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		AAA		0		0.00		113,336,715		100.00		113,336,715		100.00		113,336,715		98.39		115193625				9359		日本国債0-10マザーファンド		AAA		113,335,539		100.00		113,335,539		115080339		113,336,715		100.00		98.39



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001260045		20181002000006		１２６  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20201220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		1.307		0.0995143699		-0.271		1.30958904		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		113,336,715		115193625				10.46

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003520067		20181220000005		３５２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20280920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		9.03		0.0961889921		-0.329		9.06575342		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		113,336,715		115193625				10.09

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001300045		20181002000007		１３０  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20211220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		2.307		0.0990599213		-0.308		2.30958904		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		113,336,715		115193625				9.62

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		20181002000015		３４９  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20271220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		8.288		0.0961732658		-0.37		8.31232877		0		0.00		9,358,207		8.12		9,358,207		8.12		113,336,715		115193625				8.26

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		20181002000013		３４１  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20251220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		6.261		0.2875766871		-0.376		6.31232877		0		0.00		8,137,044		7.06		8,137,044		7.06		113,336,715		115193625				7.18

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		20181002000011		３３７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20241220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		5.276		0.2895948568		-0.368		5.31232877		0		0.00		8,080,338		7.01		8,080,338		7.01		113,336,715		115193625				7.13

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		20181002000010		３３２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.6		20231220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		4.261		0.5762415605		-0.349		4.30958904		0		0.00		8,017,554		6.96		8,017,554		6.96		113,336,715		115193625				7.07

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		20181002000009		３２７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.8		20221220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		3.271		0.7709505821		-0.331		3.30958904		0		0.00		7,990,219		6.94		7,990,219		6.94		113,336,715		115193625				7.05

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20181002000014		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		7,255,015		6.30		7,255,015		6.30		113,336,715		115193625				6.40

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20181002000005		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		7,005,813		6.08		7,005,813		6.08		113,336,715		115193625				6.18

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		20190628045060		３４１  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20251220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		6.261		0.2875766871		-0.376		6.31232877		0		0.00		3,129,632		2.72		3,129,632		2.72		113,336,715		115193625				2.76

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		20190628045058		３３２  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.6		20231220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		4.261		0.5762415605		-0.349		4.30958904		0		0.00		3,123,722		2.71		3,123,722		2.71		113,336,715		115193625				2.76

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		20190628045057		３２７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.8		20221220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		3.271		0.7709505821		-0.331		3.30958904		0		0.00		3,113,072		2.70		3,113,072		2.70		113,336,715		115193625				2.75

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20190628045061		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		3,109,292		2.70		3,109,292		2.70		113,336,715		115193625				2.74

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		20190628045059		３３７  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.3		20241220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		5.276		0.2895948568		-0.368		5.31232877		0		0.00		3,107,822		2.70		3,107,822		2.70		113,336,715		115193625				2.74

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20180611000002		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		2,802,325		2.43		2,802,325		2.43		113,336,715		115193625				2.47

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		20190628045062		３４９  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20271220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		8.288		0.0961732658		-0.37		8.31232877		0		0.00		2,079,602		1.81		2,079,602		1.81		113,336,715		115193625				1.83

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		20190628045056		１２２  ５年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		1084736		日本国債(5年)		0.1		20191220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		0.306		0.0999180672		-0.163		0.30684932		0		0.00		2,001,661		1.74		2,001,661		1.74		113,336,715		115193625				1.77

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		20180928000004		３４５  １０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311563		日本国債(10年)		0.1		20261220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		7.295		0.0964859806		-0.39		7.31232877		0		0.00		829,145		0.72		829,145		0.72		113,336,715		115193625				0.73



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		DB1		国内債券		20201220		15		478		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		115193625		49.2039724073

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		DB1		国内債券		20191220		3		112		0		0.00		11,809,799		10.25		11,809,799		10.25		115193625		11.4823844462

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		DB1		国内債券		20271220		99		3034		0		0.00		11,437,809		9.93		11,437,809		9.93		115193625		301.2520224622

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		DB1		国内債券		20280920		108		3309		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		115193625		328.5036142495

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		DB1		国内債券		20251220		75		2304		0		0.00		11,266,677		9.78		11,266,677		9.78		115193625		225.3460103196

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		DB1		国内債券		20261220		87		2669		0		0.00		11,193,452		9.72		11,193,452		9.72		115193625		259.3487563917

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		DB1		国内債券		20241220		63		1939		0		0.00		11,188,160		9.71		11,188,160		9.71		115193625		188.32502441

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		DB1		国内債券		20231220		51		1573		0		0.00		11,141,277		9.67		11,141,277		9.67		115193625		152.137140584

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		DB1		国内債券		20221220		39		1208		0		0.00		11,103,291		9.64		11,103,291		9.64		115193625		116.436786567

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		DB1		国内債券		20211220		27		843		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		115193625		79.786498732



&L&F&C&P&R&A



組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20201220										1.00		0		0.00		11,857,707		10.29		11,857,707		10.29		115193625		11,857,707		10.29

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20191220										1.00		0		0.00		11,809,799		10.25		11,809,799		10.25		115193625		11,809,799		10.25

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20271220										1.00		0		0.00		11,437,809		9.93		11,437,809		9.93		115193625		11,437,809		9.93

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20280920										1.00		0		0.00		11,435,939		9.93		11,435,939		9.93		115193625		11,435,939		9.93

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.3		20251220										1.00		0		0.00		11,266,677		9.78		11,266,677		9.78		115193625		11,266,677		9.78

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20261220										1.00		0		0.00		11,193,452		9.72		11,193,452		9.72		115193625		11,193,452		9.72

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.3		20241220										1.00		0		0.00		11,188,160		9.71		11,188,160		9.71		115193625		11,188,160		9.71

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20231220										1.00		0		0.00		11,141,277		9.67		11,141,277		9.67		115193625		11,141,277		9.67

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.8		20221220										1.00		0		0.00		11,103,291		9.64		11,103,291		9.64		115193625		11,103,291		9.64

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.1		20211220										1.00		0		0.00		10,902,605		9.46		10,902,605		9.46		115193625		10,902,605		9.46
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ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		0.248642192		-0.3244606774		4.7411352071		4.766763575		1739.8687058635		113,336,714																						20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		0.2486422198		-0.3244606707		4.7411352321		4.7667635833		1739.8687066817		113,335,539

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20180611000002		2,802,325		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		280003		-456779		857511		859892		313860400				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20180611000002		2,802,296		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		280000		-456774		857503		859883		313857152

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20181002000005		7,005,813		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		700007		-1141948		2143779		2149729		784651056				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20181002000005		7,005,740		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		700000		-1141936		2143756		2149707		784642880

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001220045		１２２  ５年国債		20190628045056		2,001,661		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		200002		-326271		612508		614208		224186032				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001220045		１２２  ５年国債		20190628045056		2,001,640		0.0999180672		-0.163		0.306		0.30684932		20191220		112		200000		-326267		612502		614202		224183680

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001260045		１２６  ５年国債		20181002000006		11,857,707		0.0995143699		-0.271		1.307		1.30958904		20201220		478		1180012		-3213439		15498023		15528723		5667983946				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001260045		１２６  ５年国債		20181002000006		11,857,584		0.0995143699		-0.271		1.307		1.30958904		20201220		478		1180000		-3213405		15497862		15528562		5667925152

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		001300045		１３０  ５年国債		20181002000007		10,902,605		0.0990599213		-0.308		2.307		2.30958904		20211220		843		1080011		-3358002		25152310		25180537		9190896015				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		001300045		１３０  ５年国債		20181002000007		10,902,492		0.0990599213		-0.308		2.307		2.30958904		20211220		843		1080000		-3357968		25152049		25180276		9190800756

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		20181002000009		7,990,219		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		6160064		-2644762		26136006		26444341		9652184552				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		３２７  １０年国債		20181002000009		7,990,136		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		6160000		-2644735		26135735		26444067		9652084288

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003270067		３２７  １０年国債		20190628045057		3,113,072		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		2400025		-1030427		10182859		10302989		3760590976				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003270067		３２７  １０年国債		20190628045057		3,113,040		0.7709505821		-0.331		3.271		3.30958904		20221220		1208		2400000		-1030416		10182754		10302883		3760552320

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		20181002000010		8,017,554		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		4620048		-2798126		34162798		34552363		12611612442				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		３３２  １０年国債		20181002000010		8,017,471		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		4620000		-2798097		34162444		34552005		12611481883

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003320067		３３２  １０年国債		20190628045058		3,123,722		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		1800018		-1090179		13310179		13461958		4913614706				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003320067		３３２  １０年国債		20190628045058		3,123,690		0.5762415605		-0.349		4.261		4.30958904		20231220		1573		1800000		-1090168		13310043		13461820		4913564370

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		20181002000011		8,080,338		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		2340024		-2973564		42631863		42925412		15667775382				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		３３７  １０年国債		20181002000011		8,080,254		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		2340000		-2973533		42631420		42924966		15667612506

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003370067		３３７  １０年国債		20190628045059		3,107,822		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		900009		-1143678		16396869		16509772		6026066858				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003370067		３３７  １０年国債		20190628045059		3,107,790		0.2895948568		-0.368		5.276		5.31232877		20241220		1939		900000		-1143667		16396700		16509602		6026004810

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		20181002000013		8,137,044		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		2340024		-3059529		50946032		51363697		18747749376				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		３４１  １０年国債		20181002000013		8,136,960		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		2340000		-3059497		50945507		51363167		18747555840

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003410067		３４１  １０年国債		20190628045060		3,129,632		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		900009		-1176742		19594626		19755266		7210672128				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003410067		３４１  １０年国債		20190628045060		3,129,600		0.2875766871		-0.376		6.261		6.31232877		20251220		2304		900000		-1176730		19594426		19755064		7210598400

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20180928000004		829,145		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		80001		-323367		6048613		6062981		2212988005				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20180928000004		829,136		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		80000		-323363		6048547		6062915		2212963984

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20181002000014		7,255,015		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		700007		-2829456		52925334		53051055		19363635035				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20181002000014		7,254,940		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		700000		-2829427		52924787		53050506		19363434860

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003450067		３４５  １０年国債		20190628045061		3,109,292		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		300003		-1212624		22682285		22736165		8298700348				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003450067		３４５  １０年国債		20190628045061		3,109,260		0.0964859806		-0.39		7.295		7.31232877		20261220		2669		300000		-1212611		22682052		22735931		8298614940

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		20181002000015		9,358,207		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		900009		-3462537		77560820		77788493		28392800038				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		３４９  １０年国債		20181002000015		9,358,110		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		900000		-3462501		77560016		77787687		28392505740

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003490067		３４９  １０年国債		20190628045062		2,079,602		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		200002		-769453		17235741		17286336		6309512468				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003490067		３４９  １０年国債		20190628045062		2,079,580		0.0961732658		-0.37		8.288		8.31232877		20271220		3034		200000		-769445		17235559		17286153		6309445720

		20190830		4670		ダイワ円債セレクト 日本国債コース		003520067		３５２  １０年国債		20181220000005		11,435,939		0.0961889921		-0.329		9.03		9.06575342		20280920		3309		1100011		-3762424		103266529		103675403		37841522151				20190830		9359		日本国債0-10マザーファンド		003520067		３５２  １０年国債		20181220000005		11,435,820		0.0961889921		-0.329		9.03		9.06575342		20280920		3309		1100000		-3762385		103265455		103674324		37841128380
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4670

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 日本国債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4670		9,999				9,999		19,998,002																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4670		10,001				10,001		20,002,895																基準価額 キジュンカガク		10090						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4670		10,004				10,004		28,623,783																純資産総額 ジュンシサンソウガク		115193625

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4670		10,005				10,005		217,457,161																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		115百万円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4670		10,006				10,006		303,461,605																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		10090						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4670		10,003				10,003		303,370,195																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4670		9,992				9,992		303,036,550																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4670		9,991				9,991		313,005,702																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4670		9,989				9,989		408,881,152																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4670		9,990				9,990		418,960,780																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4670		9,987				9,987		418,832,998

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4670		9,997				9,997		449,218,176

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4670		9,997				9,997		459,215,851																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4670		10,001				10,001		484,919,326																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4670		10,005				10,005		570,631,590																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4670		10,008				10,008		570,850,776																-1		20190731		0.5%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.1%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4670		10,003				10,003		580,563,133																-3		20190531		0.7%				-1		20190730		0.5%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4670		10,005				10,005		582,179,984																-6		20190228		0.9%				-3		20190530		0.8%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4670		10,004				10,004		632,118,882																-12		20180831		1.5%				-6		20190228		0.9%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4670		10,003				10,003		632,599,584																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		1.5%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4670		9,997				9,997		632,217,542																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4670		9,993				9,993		631,971,706																年初来 ネンショライ		20181231		1.0%				年初来 ネンショライ		20181231		1.0%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4670		9,988				9,988		631,646,248																設定来 セッテイク				0.9%				設定来 セッテイク				0.9%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4670		9,994				9,994		602,113,266

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4670		9,997				9,997		413,598,793																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4670		9,998				9,998		523,573,184																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4670		10,004				10,004		533,884,132																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4670		10,002				10,002		533,822,564																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4670		10,007				10,007		534,096,182																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4670		10,014				10,014		584,466,353																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4670		10,013				10,013		574,379,037																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4670		10,017				10,017		529,548,273																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4670		10,019				10,019		499,587,905																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4670		10,016				10,016		500,474,616																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4670		10,021				10,021		500,721,405																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4670		10,019				10,019		500,601,021

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4670		10,017				10,017		480,459,638																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4670		10,011				10,011		480,212,781																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4670		10,014				10,014		480,353,929																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4670		10,012				10,012		480,255,684																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4670		10,010				10,010		480,157,440																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4670		10,014				10,014		480,346,466																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4670		10,014				10,014		480,339,002																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4670		10,010				10,010		500,155,975																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4670		10,006				10,006		499,940,956																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4670		10,003				10,003		499,773,830																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4670		9,998				9,998		499,521,903																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4670		9,993				9,993		499,279,978

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4670		9,996				9,996		499,426,999

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4670		9,995				9,995		499,419,244

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4670		9,993				9,993		499,317,917

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4670		9,991				9,991		499,215,596

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4670		9,989				9,989		499,114,300

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4670		9,993				9,993		499,311,189

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4670		9,990				9,990		499,153,830

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4670		9,992				9,992		479,251,002

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4670		9,990				9,990		479,152,785

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4670		9,990				9,990		479,150,304

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4670		9,995				9,995		479,387,162

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4670		9,994				9,994		479,331,848

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4670		9,996				9,996		479,425,102

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4670		9,993				9,993		479,279,016

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4670		9,992				9,992		479,228,667

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4670		9,992				9,992		479,237,160

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4670		9,990				9,990		479,181,849

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4670		9,992				9,992		489,275,104

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4670		9,989				9,989		489,125,978

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4670		9,978				9,978		488,585,939

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4670		9,983				9,983		488,827,729

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4670		9,981				9,981		464,767,404

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4670		9,978				9,978		468,635,591

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4670		9,977				9,977		468,586,294

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4670		9,981				9,981		468,771,339

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4670		9,981				9,981		478,769,907

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4670		9,981				9,981		478,764,461

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4670		9,980				9,980		478,714,115

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4670		9,979				9,979		478,663,769

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4670		9,979				9,979		478,661,291

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4670		9,979				9,979		478,706,681

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4670		9,980				9,980		478,747,114

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4670		9,985				9,985		479,083,973

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4670		9,982				9,982		478,937,868

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4670		9,979				9,979		478,792,777

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4670		9,968				9,968		478,263,672

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4670		9,971				9,971		478,399,869

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4670		9,971				9,971		488,409,392

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4670		9,964				9,964		458,208,166

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4670		9,957				9,957		464,813,548

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4670		9,957				9,957		474,857,721

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4670		9,955				9,955		474,755,182

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4670		9,956				9,956		474,810,303

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4670		9,960				9,960		474,998,169

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4670		9,963				9,963		475,138,453

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4670		9,963				9,963		475,135,992

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4670		9,968				9,968		445,029,017

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4670		9,966				9,966		454,938,622

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4670		9,966				9,966		454,936,266

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4670		9,969				9,969		455,070,542

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4670		9,971				9,971		455,154,560

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4670		9,970				9,970		456,306,658

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4670		9,965				9,965		449,094,853

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4670		9,968				9,968		449,227,410

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4670		9,968				9,968		443,267,451

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4670		9,968				9,968		437,370,528

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4670		9,966				9,966		437,324,475

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4670		9,966				9,966		417,411,139

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4670		9,969				9,969		417,534,319

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4670		9,969				9,969		418,532,157

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4670		9,968				9,968		419,478,404

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4670		9,968				9,968		419,476,231

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4670		9,972				9,972		419,641,986

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4670		9,973				9,973		419,681,795

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4670		9,975				9,975		419,767,062

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4670		9,978				9,978		419,891,861

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4670		9,981				9,981		431,016,629

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4670		9,979				9,979		430,928,236

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4670		9,983				9,983		431,141,407

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4670		9,985				9,985		431,220,872

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4670		9,984				9,984		431,175,558

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4670		9,985				9,985		431,216,407

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4670		9,991				9,991		431,472,655

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4670		9,998				9,998		431,771,984

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4670		10,000				10,000		421,853,439

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4670		10,004				10,004		422,019,578

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4670		10,001				10,001		411,855,036

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4670		10,001				10,001		411,852,903

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4670		10,005				10,005		412,015,086

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4670		10,005				10,005		412,019,661

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4670		10,002				10,002		411,935,369

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4670		10,003				10,003		411,974,315

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4670		10,003				10,003		412,972,182

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4670		10,011				10,011		413,299,466

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4670		10,007		0		10,007		423,128,334

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4670		9,998				9,998		422,756,575

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4670		9,996				9,996		422,670,038

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4670		9,988				9,988		422,330,454

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4670		9,996				9,996		432,616,310

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4670		9,991				9,991		432,392,511

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4670		9,990				9,990		431,347,107

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4670		9,989				9,989		431,401,274

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4670		9,993				9,993		431,571,344

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4670		9,992				9,992		431,564,645

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4670		9,990				9,990		431,476,260

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4670		9,981				9,981		431,086,346

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4670		9,970				9,970		430,610,283

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4670		9,974				9,974		440,820,144

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4670		9,968				9,968		440,548,828

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4670		9,970				9,970		460,512,604

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4670		9,981				9,981		461,016,939

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4670		9,983				9,983		461,106,684

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4670		9,979				9,979		460,921,061

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4670		9,978				9,978		460,911,517

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4670		9,975				9,975		460,780,934

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4670		9,974				9,974		460,732,484

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4670		9,974				9,974		460,730,099

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4670		9,975				9,975		450,764,998

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4670		9,972				9,972		450,628,469

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4670		9,972				9,972		450,746,137

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4670		9,973				9,973		800,599,981

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4670		9,970				9,970		800,355,679

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4670		9,971				9,971		450,682,355

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4670		9,971				9,971		450,680,021

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4670		9,972				9,972		430,780,752

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4670		9,973				9,973		429,821,299

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4670		9,972				9,972		429,819,073

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4670		9,973				9,973		444,855,376

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4670		9,975				9,975		444,942,029

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4670		9,974				9,974		444,895,247

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4670		9,976				9,976		445,032,662

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4670		9,990				9,990		445,646,188

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4670		9,991				9,991		445,688,363

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4670		9,994				9,994		445,819,501

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4670		9,990				9,990		430,606,177

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4670		9,985				9,985		430,389,052

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4670		9,979				9,979		430,177,475

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4670		9,980				9,980		430,218,229

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4670		9,983				9,983		430,344,941

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4670		9,983				9,983		423,355,610

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4670		9,987				9,987		423,522,541

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4670		9,988				9,988		423,558,246

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4670		9,991				9,991		423,682,895

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4670		9,994				9,994		423,807,543

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4670		9,991				9,991		423,676,315

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4670		9,986				9,986		423,458,329

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4670		9,986				9,986		423,456,137

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4670		9,989				9,989		420,631,298

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4670		9,984				9,984		420,419,203

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4670		9,985				9,985		420,500,993

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4670		9,981				9,981		420,377,287

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4670		9,978				9,978		420,249,147

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4670		9,980				9,980		420,629,337

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4670		9,980				9,980		420,627,159

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4670		9,982				9,982		420,709,015

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4670		9,981				9,981		415,669,464

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4670		9,983				9,983		415,760,348

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4670		9,984				9,984		415,799,714

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4670		9,983				9,983		465,756,043

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4670		9,983				9,983		465,753,633

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4670		9,986				9,986		465,886,928

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4670		9,985				9,985		465,838,005

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4670		9,978				9,978		465,510,019

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4670		9,976				9,976		465,414,588

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4670		9,979				9,979		465,551,710

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4670		9,982				9,982		465,730,522

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4670		9,980				9,980		465,735,089

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4670		9,975				9,975		465,500,089

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4670		9,974				9,974		465,451,162

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4670		9,977				9,977		465,588,307

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4670		9,974				9,974		465,434,293

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4670		9,974				9,974		465,472,697

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4670		9,969				9,969		465,230,459

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4670		9,960				9,960		464,809,374

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4670		9,965				9,965		465,049,565

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4670		9,963				9,963		465,000,639

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4670		9,962				9,962		464,946,898

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4670		9,961				9,961		464,898,968

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4670		9,957				9,957		464,710,483

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4670		9,959				9,959		464,801,116

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4670		9,960				9,960		464,845,229

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4670		9,961				9,961		464,884,527

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4670		9,964				9,964		465,041,678

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4670		9,961				9,961		464,899,711

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4670		9,958				9,958		464,757,746

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4670		9,962				9,962		464,941,418

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4670		9,957				9,957		464,701,599

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4670		9,952				9,952		465,366,826

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4670		9,958				9,958		465,644,059

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4670		9,951				9,951		465,362,006

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4670		9,955				9,955		465,586,840

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4670		9,956				9,956		465,626,223

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4670		9,961				9,961		465,856,864

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4670		9,961				9,961		465,854,452

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4670		9,959				9,959		465,758,819

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4670		9,963				9,963		455,991,811

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4670		9,965				9,965		456,073,593

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4670		9,967				9,967		456,173,483

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4670		9,969				9,969		456,262,349

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4670		9,971				9,971		456,352,208

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4670		9,970				9,970		459,299,505

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4670		9,968				9,968		459,205,302

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4670		9,971				9,971		449,284,370

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4670		9,971				9,971		446,338,888

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4670		9,974				9,974		446,470,397

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4670		9,976				9,976		446,552,676

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4670		9,979				9,979		496,684,185

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4670		9,976				9,976		496,534,806

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4670		9,978				9,978		496,631,433

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4670		9,969				9,969		496,223,283

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4670		9,983				9,983		496,910,011

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4670		9,978				9,978		496,659,425

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4670		9,978				9,978		496,706,454

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4670		9,976				9,976		496,604,677

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4670		9,977				9,977		496,651,709

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4670		9,978		0		9,978		496,693,592

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4670		9,976				9,976		496,601,814

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4670		9,976				9,976		507,638,401

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4670		9,977				9,977		507,686,475

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4670		9,980				9,980		507,836,951

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4670		9,981				9,981		456,899,396

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4670		9,981				9,981		456,897,029

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4670		9,983				9,983		456,988,498

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4670		9,987				9,987		457,175,548

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4670		9,986				9,986		457,122,834

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4670		9,980				9,980		451,932,666

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4670		9,980				9,980		451,932,316

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4670		9,978				9,978		451,839,743

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4670		9,975				9,975		451,683,149

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4670		9,976				9,976		451,721,246

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4670		9,983				9,983		452,065,572

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4670		9,980				9,980		451,927,884

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4670		9,977				9,977		451,790,194

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4670		9,977				9,977		461,787,855

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4670		9,979				9,979		461,872,911

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4670		9,981				9,981		461,962,748

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4670		9,982				9,982		462,016,470

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4670		9,980				9,980		461,921,849

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4670		9,978				9,978		461,827,229

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4670		9,975				9,975		461,727,828

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4670		9,975				9,975		461,726,432

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4670		9,977				9,977		461,816,269

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4670		9,974				9,974		461,675,536

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4670		9,965				9,965		461,258,117

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4670		9,966				9,966		461,302,038

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4670		9,969				9,969		461,437,992

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4670		9,966				9,966		461,297,259

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4670		9,966				9,966		461,294,870

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4670		9,968				9,968		461,384,710

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4670		9,976				9,976		461,744,069

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4670		9,973				9,973		461,634,200

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4670		9,973				9,973		461,668,354

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4670		9,971				9,971		461,573,735

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4670		9,971				9,971		461,571,345

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4670		9,971				9,971		461,568,955

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4670		9,972				9,972		461,622,679

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4670		9,969				9,969		461,477,166

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4670		9,967				9,967		461,382,548

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4670		9,967				9,967		471,381,154

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4670		9,966				9,966		471,331,602

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4670		9,966				9,966		471,329,161

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4670		9,967				9,967		471,368,951

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4670		9,969				9,969		481,466,729

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4670		9,971				9,971		481,608,560

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4670		9,971				9,971		481,606,065

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4670		9,973				9,973		481,702,772

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4670		9,973				9,973		481,695,284

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4670		9,975				9,975		481,790,996

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4670		9,977				9,977		471,910,714

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4670		9,975				9,975		471,814,047

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4670		9,970				9,970		473,067,992

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4670		9,969				9,969		722,569,259

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4670		9,968				9,968		722,493,316

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4670		9,968				9,968		722,489,573

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4670		9,968				9,968		722,485,830

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4670		9,968				9,968		722,554,287

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4670		9,969				9,969		738,765,529

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4670		9,967				9,967		738,623,960

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4670		9,967				9,967		738,620,015

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4670		9,973				9,973		739,058,958

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4670		9,974				9,974		754,112,761

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4670		9,974				9,974		754,102,036

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4670		9,976				9,976		754,248,741

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4670		9,974				9,974		754,094,222

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4670		9,974				9,974		754,101,259

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4670		9,976				9,976		754,257,963

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4670		9,975				9,975		744,237,210

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4670		9,973				9,973		744,087,726

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4670		9,973				9,973		744,083,871

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4670		9,974				9,974		744,156,312

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4670		9,974				9,974		744,152,456

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4670		9,977				9,977		734,366,813

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4670		9,976				9,976		727,280,403

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4670		9,977				9,977		727,349,230

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4670		9,977				9,977		727,345,453

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4670		9,977				9,977		727,341,676

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4670		9,977				9,977		727,330,372

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4670		9,973				9,973		677,103,778

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4670		9,973				9,973		677,110,269

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4670		9,973				9,973		677,106,762

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4670		9,972				9,972		677,035,645

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4670		9,973				9,973		677,089,227

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4670		9,971				9,971		676,952,521

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4670		9,973				9,973		677,084,233

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4670		9,974				9,974		677,148,335

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4670		9,955				9,955		619,874,453

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4670		9,957				9,957		619,995,229

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4670		9,965				9,965		620,490,959

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4670		9,958				9,958		620,053,782

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4670		9,955				9,955		619,864,586

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4670		9,952				9,952		619,670,957

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4670		9,963				9,963		620,389,474

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4670		9,933				9,933		618,526,383

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4670		9,940				9,940		618,988,014

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4670		9,944				9,944		604,298,563

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4670		9,945				9,945		604,349,676

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4670		9,945				9,945		604,346,546

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4670		9,943				9,943		604,222,410

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4670		9,941				9,941		604,098,275

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4670		9,947				9,947		604,458,163

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4670		9,949				9,949		604,640,277

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4670		9,947				9,947		604,516,140

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4670		9,951				9,951		604,755,020

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4670		9,948				9,948		604,561,399

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4670		9,952				9,952		604,800,262

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4670		9,954				9,954		604,911,860

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4670		9,953				9,953		604,853,204

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4670		9,950				9,950		604,668,574

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4670		9,950				9,950		604,665,442

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4670		9,949				9,949		604,601,811

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4670		9,951				9,951		604,716,397

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4670		9,951				9,951		604,713,265

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4670		9,949				9,949		604,628,922

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4670		9,944				9,944		604,323,292

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4670		9,945				9,945		604,441,161

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4670		9,940				9,940		604,129,271

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4670		9,941				9,941		604,217,507

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4670		9,943				9,943		604,335,379

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4670		9,945				9,945		604,453,250

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4670		9,945				9,945		604,450,119

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4670		9,943		0		9,943		604,319,725

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4670		9,944				9,944		604,387,095

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4670		9,944				9,944		604,384,991

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4670		9,944				9,944		603,383,167

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4670		9,944				9,944		603,380,041

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4670		9,942				9,942		603,246,743

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4670		9,940				9,940		602,696,790

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4670		9,939				9,939		602,693,669

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4670		9,935				9,935		602,454,105

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4670		9,935				9,935		602,441,625

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4670		9,938				9,938		602,622,553

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4670		9,941				9,941		602,800,496

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4670		9,938				9,938		617,600,129

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4670		9,937				9,937		617,568,465

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4670		9,937				9,937		717,542,163

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4670		9,938				9,938		707,610,317

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4670		9,931				9,931		697,199,776

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4670		9,935				9,935		697,475,662

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4670		9,932				9,932		697,251,591

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4670		9,935				9,935		348,870,947

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4670		9,939				9,939		349,018,955

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4670		9,937				9,937		348,947,239

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4670		9,939				9,939		334,033,938

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4670		9,937				9,937		333,966,294

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4670		9,939				9,939		334,031,473

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4670		9,937				9,937		333,962,835

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4670		9,938				9,938		334,028,014

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4670		9,937				9,937		333,989,370

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4670		9,938				9,938		334,026,069

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4670		9,943				9,943		334,191,610

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4670		9,951				9,951		334,460,496

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4670		9,952				9,952		334,492,219

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4670		9,955				9,955		334,587,388

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4670		9,952				9,952		334,525,080

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4670		9,950				9,950		334,456,436

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4670		9,951				9,951		334,488,160

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4670		9,949				9,949		334,450,383

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4670		9,951				9,951		334,512,104

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4670		9,949				9,949		334,443,455

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4670		9,949				9,949		334,475,182

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4670		9,950				9,950		334,506,908

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4670		9,950				9,950		334,505,176

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4670		9,951				9,951		334,533,439

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4670		9,953				9,953		334,608,623

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4670		9,955				9,955		334,673,807

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4670		9,955				9,955		334,672,074

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4670		9,957				9,957		334,738,254

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4670		9,962				9,962		334,900,349

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4670		9,959				9,959		334,798,239

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4670		9,961				9,961		334,868,396

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4670		9,961				9,961		334,866,662

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4670		9,962				9,962		334,926,643

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4670		9,962				9,962		334,927,893

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4670		9,957				9,957		334,758,866

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4670		9,964				9,964		335,031,131

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4670		9,962				9,962		334,962,476

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4670		9,965				9,965		335,057,654

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4670		9,970				9,970		335,254,084

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4670		9,970				9,970		335,252,348

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4670		9,976				9,976		335,451,384

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4670		9,975				9,975		335,416,185

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4670		9,982				9,982		335,645,211

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4670		9,980				9,980		335,586,548

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4670		9,976				9,976		335,450,962

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4670		9,975				9,975		335,449,225

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4670		9,982				9,982		335,681,722

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4670		9,984				9,984		335,743,431

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4670		9,988				9,988		335,876,537

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4670		9,986				9,986		335,807,874

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4670		9,986				9,986		335,806,135

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4670		9,980				9,980		335,609,599

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4670		9,990				9,990		322,922,324

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4670		9,984				9,984		322,730,652

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4670		9,984				9,984		322,728,981

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4670		9,994				9,994		323,048,951

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4670		10,012				10,012		323,616,196

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4670		10,002				10,002		323,851,530

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4670		9,992				9,992		323,527,705

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4670		9,986				9,986		323,332,742

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4670		9,990				9,990		323,459,927

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4670		9,992				9,992		323,532,680

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4670		9,991				9,991		323,493,761

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4670		9,995				9,995		323,621,941

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4670		9,997				9,997		273,664,676

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4670		9,995				9,995		273,609,783

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4670		9,996				9,996		273,632,767

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4670		9,998				9,998		273,690,796

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4670		9,996				9,996		273,634,907

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4670		9,994				9,994		273,579,019

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4670		10,000				10,000		273,744,001

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4670		10,000				10,000		273,739,747

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4670		9,998				9,998		273,683,859

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4670		9,997				9,997		273,655,205

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4670		10,000				10,000		273,735,494

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4670		10,008				10,008		273,979,198

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4670		10,002				10,002		274,835,996

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4670		10,001				10,001		274,807,237

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4670		10,002				10,002		274,833,150

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4670		9,998				9,998		274,722,382

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4670		10,006				10,006		274,939,650

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4670		9,999				9,999		274,742,605

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4670		9,999				9,999		275,745,812

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4670		10,003				10,003		275,854,122

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4670		10,005				10,005		275,907,564

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4670		10,006				10,006		275,925,723

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4670		10,009				10,009		276,007,592

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4670		10,009				10,009		276,033,596

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4670		10,010				10,010		276,064,576

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4670		10,010				10,010		276,063,147

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4670		10,006				10,006		195,915,761

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4670		10,004				10,004		195,878,780

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4670		10,002				10,002		195,838,816

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4670		10,000				10,000		195,798,852

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4670		9,995				9,995		195,700,464

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4670		9,991				9,991		195,649,365

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4670		9,988				9,988		195,589,920

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4670		9,993				9,993		195,686,297

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4670		9,994				9,994		195,704,762

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4670		10,002				10,002		195,859,570

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4670		10,000		0		10,000		195,837,054

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4670		10,001				10,001		195,865,520

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4670		10,006				10,006		195,961,897

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4670		10,006				10,006		195,960,885

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4670		10,004				10,004		195,920,918

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4670		10,005				10,005		195,887,020

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4670		10,006				10,006		195,905,480

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4670		10,003				10,003		195,846,053

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4670		10,016				10,016		196,102,143

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4670		10,022				10,022		196,215,939

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4670		10,013				10,013		196,042,662

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4670		10,013				10,013		196,041,650

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4670		10,025				10,025		196,293,775

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4670		10,024				10,024		196,273,290

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4670		10,019				10,019		196,172,887

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4670		10,009				10,009		196,006,994

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4670		10,008				10,008		200,986,507

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4670		10,003				10,003		200,885,615

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4670		9,999				9,999		200,804,695

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4670		10,007				10,007		200,961,350

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4670		10,007				10,007		200,960,312

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4670		10,011				10,011		201,039,158

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4670		10,010				10,010		201,030,149

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4670		10,008				10,008		200,989,169

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4670		10,000				10,000		200,826,286

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4670		9,994				9,994		200,706,417

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4670		9,988				9,988		200,585,552

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4670		9,994				9,994		200,725,309

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4670		9,993				9,993		200,704,301

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4670		9,994				9,994		200,721,161

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4670		9,995				9,995		200,743,074

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4670		9,998				9,998		200,801,949

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4670		9,997				9,997		200,783,926

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4670		10,000				10,000		200,842,803

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4670		10,001				10,001		200,871,327

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4670		10,001				10,001		200,900,129

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4670		9,999				9,999		200,859,148

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4670		10,000				10,000		200,878,083

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4670		9,999				9,999		200,865,000

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4670		10,000				10,000		200,883,936

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4670		10,000				10,000		200,882,899

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4670		10,004				10,004		200,962,750

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4670		10,001				10,001		180,963,115

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4670		9,996				9,996		180,888,352

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4670		9,996				9,996		180,892,393

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4670		9,998				9,998		180,927,440

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4670		10,000				10,000		180,962,487

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4670		10,004				10,004		181,033,514

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4670		10,002				10,002		180,997,713

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4670		10,006				10,006		181,068,740

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4670		10,015				10,015		181,229,718

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4670		10,010				10,010		181,138,830

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4670		10,017				10,017		181,263,827

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4670		10,016				10,016		181,243,029

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4670		10,021				10,021		181,361,884

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4670		10,035				10,035		181,630,831

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4670		10,031				10,031		181,557,924

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4670		10,028				10,028		181,503,011

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4670		10,030				10,030		181,536,184

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4670		10,026				10,026		181,473,278

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4670		10,027				10,027		181,490,334

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4670		10,027				10,027		179,989,675

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4670		10,030				10,030		180,042,277

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4670		10,028				10,028		180,003,799

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4670		10,030				10,030		180,044,932

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4670		10,035				10,035		180,133,221

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4670		10,047				10,047		180,346,417

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4670		10,048				10,048		180,368,306

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4670		10,042				10,042		180,292,190

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4670		10,043				10,043		180,312,090

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4670		10,039				10,039		180,239,777

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4670		10,037				10,037		180,203,155

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4670		10,043				10,043		200,309,299

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4670		10,036				10,036		200,187,249

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4670		10,034				10,034		200,176,406

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4670		10,043				10,043		200,353,817

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4670		10,042				10,042		200,332,955

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4670		10,043				10,043		200,351,748

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4670		10,036				10,036		200,209,850

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4670		10,031				10,031		200,109,679

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4670		10,024				10,024		189,943,868

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4670		10,029				10,029		189,546,448

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4670		10,019				10,019		189,357,633

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4670		10,021				10,021		189,410,076

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4670		10,021				10,021		189,410,094

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4670		10,027				10,027		189,521,818

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4670		10,029				10,029		189,558,407

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4670		10,029				10,029		189,555,473

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4670		10,032				10,032		189,615,821

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4670		10,032				10,032		189,614,842

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4670		10,034				10,034		189,654,414

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4670		10,034				10,034		189,653,435

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4670		10,032				10,032		189,612,931

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4670		10,036				10,036		189,694,967

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4670		10,036				10,036		189,693,988

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4670		10,025				10,025		189,486,389

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4670		10,039				10,039		189,797,006

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4670		10,051				10,051		190,019,500

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4670		10,048				10,048		189,962,160

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4670		10,058				10,058		170,108,337

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4670		10,057				10,057		119,817,883

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4670		10,069				10,069		119,959,340

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4670		10,076				10,076		120,051,581

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4670		10,069				10,069		114,944,614

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4670		10,076				10,076		115,023,425

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4670		10,074				10,074		115,001,139

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4670		10,075				10,075		115,010,703

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4670		10,078				10,078		115,044,141

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4670		10,081				10,081		115,082,552

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4670		10,081				10,081		115,093,302

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4670		10,077				10,077		115,047,333

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4670		10,094				10,094		115,238,393

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4670		10,087				10,087		115,161,377

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4670		10,089				10,089		115,183,470

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4670		10,095				10,095		115,250,938

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4670		10,090				10,090		115,193,625
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4670

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 日本国債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9359		日本国債0-10マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		0		0		10,007				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		0		0		9,978				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						0

		第3期		2018/09/10		0		0		9,943

		第4期		2019/03/11		0		0		10,000

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		0		0		10,007				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		0		0		9,978				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						0

		第3期		2018/09/10		0		0		9,943

		第4期		2019/03/11		0		0		10,000
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4670		1		20170911		70		12.81		8.94		-6.68		3.09		0		0		10007.24		0		10007

		20170911140		4670		1		20170911		140		6.38		4.45		0		3.09		0		0		13.92		0		10007

		20170911160		4670		1		20170911		160		0		0		0		0		0		0		0		0		10007

		20170911210		4670		1		20170911		210		0		0		-6.68		3.09		6.38		4.45		10007.24		0		10007

		20180312070		4670		2		20180312		70		11.65		-12.26		-28.74		11.95		2.52		1.76		9978.2		0		9978

		20180312140		4670		2		20180312		140		2.97		0		0		11.95		2.52		1.76		19.2		0		9978

		20180312160		4670		2		20180312		160		0		0		0		0		0		0		0		0		9978

		20180312210		4670		2		20180312		210		0		0		-28.74		11.95		5.49		1.76		9978.2		0		9978

		20180910070		4670		3		20180910		70		12.29		-34.88		-39.32		16.48		2.96		0.95		9942.96		0		9943

		20180910140		4670		3		20180910		140		3.39		0		0		16.48		2.96		0.95		23.78		0		9943

		20180910160		4670		3		20180910		160		0		0		0		0		0		0		0		0		9943

		20180910210		4670		3		20180910		210		0		0		-39.32		16.48		6.34		0.95		9942.96		0		9943

		20190311070		4670		4		20190311		70		14.19		60.81		-48.43		19.54		5.28		0.79		10000.41		0		10000

		20190311140		4670		4		20190311		140		10.92		12.31		0		19.54		5.28		0.79		48.84		0		10000

		20190311160		4670		4		20190311		160		0		0		0		0		0		0		0		0		10000

		20190311210		4670		4		20190311		210		0		0		-48.43		19.54		16.21		13.09		10000.41		0		10000





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
0円		第2期
18.3.12
0円		第3期
18.9.10
0円		第4期
19.3.11
0円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		13		6		9		4		0		0		0		3		0		3		14		0		10,007						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		12		3		△ 12		0		4		3		2		12		0		12		19		0		9,978				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		6		3		3		11		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		12		3		△ 35		0		4		3		1		16		0		16		24		0		9,943				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		14		19		24		49		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		14		11		61		12		6		5		1		20		0		20		49		0		10,000

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0





 


ファンドの目的 


 


各ファンドの目的は、次のとおりです。  


ファンド名  ファンドの目的 


日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入


を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するととも


に、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債&住宅金


融支援機構債コース 


わが国の超長期国債および住宅金融支援機構が発行する債


券に投資し、信託財産の着実な成長をめざします。  


マネーコース 


円建ての債券を中心に投資することにより、安定した収益


の確保をめざします。 


 


ファンドの特色 


 


1． わが国の債券に投資する3つのコースとマネーコースで構成されています。  


・ 日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして


運用を行ないます。 


 残存期間が最長10年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほぼ同程度と


なるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざします。  


※このような運用手法を等金額投資といいます。  


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ない ます。 


 残存期間が18年程度から20年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほ


ぼ同程度となるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざしま す。 


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債&住宅金融支援機構債コース  


わが国の超長期国債と住宅金融支援機構債に均等に投資することを基本とします  


※超長期国債部分の運用については「超長期国債コース」と同様とします。  


住宅金融支援機構債について  


政府100%出資の住宅金融支援機構が発行する資産担保証券をさします。以下「機構債」といいます。  


機構債は、旧住宅金融公庫が発行した同種の債券である公庫債を含みます。  


当コースは、一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限（分散投資規制）」に定めら


れた比率を超えて、特定の発行体の発行する銘柄に集中して投資する、特化型運用を行なうファンドです。したが


って、発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。  


・ マネーコース 


円建ての債券を中心に投資します。  


 投資にあたっては、残存期間が 1年未満、取得時においてＡ-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパ


ーに投資することを基本とします。  




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




1． 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


2． 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




2. 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


3. 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




 


● 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、投資元本が保証さ


れているものではなく、これを割込むことがあります。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は異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。  


 


[日本国債コース]、[超長期国債コース]、[マネーコース] 


「公社債の価格変動（価格変動リスク、信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等） 」 


[超長期国債&住宅金融支援機構債コース ] 


「公社債の価格変動（価格変動リスク、信用リスク ）」、「機構債固有の投資リスク」、 「特定銘柄への集中投資リスク」 、


「その他（解約申込みに伴うリスク等）」  


 


[マネーコース]においては、資金の管理にあたって費用が発生することがあり、この場合、基準価額が下落する要因と


なります。 


※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません 。 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください 。 


 




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計


算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から平成


29年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）に


おける新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に


対して以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。  




 


2. 各コースは、ファミリーファンド方 式で運用を行ないます。 


・ マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本としま


す。 


・ 住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80%程


度以上に維持することを基本とします。  


・ 日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債 18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債券先物


取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額


が、信託財産の純資産総額を超える ことがあります。 


3. 各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます 。 


※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。  


・各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。  


ダイワ円債セレクト 日本国債コース：日本国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債コース：超長期国債コース  


ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース：超長期国債 &住宅金融支援機構債コース 


ダイワ円債セレクト マネーコース：マネーコース 


・各ファンドの総称を「ダイワ円債セレクト」 とします。 


 


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。  


 




 


ファンドの目的 


 


各ファンドの目的は、次のとおりです。  


ファンド名  ファンドの目的 


日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入


を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するととも


に、信託財産の着実な成長をめざします。  


超長期国債&住宅金


融支援機構債コース 


わが国の超長期国債および住宅金融支援機構が発行する債


券に投資し、信託財産の着実な成長をめざします。  


マネーコース 


円建ての債券を中心に投資することにより、安定した収益


の確保をめざします。 


 


ファンドの特色 


 


1． わが国の債券に投資する3つのコースとマネーコースで構成されています。  


・ 日本国債コース 


わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして


運用を行ないます。 


 残存期間が最長10年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほぼ同程度と


なるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざします。  


※このような運用手法を等金額投資といいます。  


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債コース 


わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用を行ない ます。 


 残存期間が18年程度から20年程度までの国債に投資し、残存期間ごと（ 1年単位）の国債への投資金額がほ


ぼ同程度となるように組入れ、一定の年限構成の維持をめざしま す。 


 投資対象となる国債の発行量が少ない等で流動性が低い場合には、残存期間が隣接する銘柄等で代替することが


あります。 


・ 超長期国債&住宅金融支援機構債コース  


わが国の超長期国債と住宅金融支援機構債に均等に投資することを基本とします 。 


※超長期国債部分の運用については「超長期国債コース」と同様とします。  


住宅金融支援機構債について  


政府100%出資の住宅金融支援機構が発行する資産担保証券をさします。以下「機構債」といいます。  


機構債は、旧住宅金融公庫が発行した同種の債券である公庫債を含みます。  


当コースは、一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限（分散投資規制）」に定めら


れた比率を超えて、特定の発行体の発行する銘柄に集中して投資する、特化型運用を行なうファンドです。したが


って、発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。  


・ マネーコース 


円建ての債券を中心に投資します。  


 投資にあたっては、残存期間が 1年未満、取得時においてＡ-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパ


ーに投資することを基本とします。  




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から平成


29年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）に


おける新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に


対して以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物 取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。  




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 




 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 






コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt
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「超長期国債コース」について

当コースの投資対象年限

超長期国債＆住宅金融支援機構債コース日本国債コース 超長期国債コース

－POINT－
 日本国債での運用。
 18ｰ20年と長い残存期間で等金額投資。
 3コースの中では相対的に金利変動の影響を
大きく受ける分、高い利回りが享受できます。

日本国債のイールドカーブ（利回り曲線）
（％）

当コースの運用状況（基準日：2019年8月30日）

（年限）
利回り低 高

大小 金利変動時の価格変動
（出所）大和総研BI Poetより算出

基準価額・純資産の推移 主要な資産の状況

分配の推移（1万口当たり、税引前）

※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率
0.1836%（税込）です。※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（「ファンドの費用」をご
覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換
金時の費用・税金等は考慮していません。※比率は、純資産総額に対するものです。※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高
いものを採用し、算出しています。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆･保証するものではありません。

（2019年8月末時点）

2019年8月30日現在

決算期 第1期（’17/9） 第2期（’18/3） 第3期（’18/9） 第4期（’19/3）

分配金 15円 15円 15円 10円

設定来分配金
合計額
55円

当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日
基準価額 11,284 円
純資産総額 36億円

期間別騰落率
期間
1カ月間
3カ月間
6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来

+8.7 % 
+13.4 % 

+2.7 % 
+4.3 % 
+7.0 % 

+11.0 % 
----- 
----- 
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純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額

資産別構成
直接利回り（％）

国内債券 最終利回り（％）
国内債券先物 修正デュレーション
コール・ローン、その他 残存年数
合計

債券 格付別構成

国債 AAA
AA
A
BBB
BB以下

※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債
券等の各特性値（直接利回り、最終利回り
等）を、その組入比率で加重平均したものです。

---
---
---
---

99.0% 100.0%

債券 種別構成 合計99.0% 合計100.0%
種別 比率 格付別 比率

2 100.0%
1.0% 18.7

--- --- 17.7
2 99.0% 0.0

債券 ポートフォリオ特性値
資産 銘柄数 比率 0.6
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		設定時		設定時		設定時

		17/3/1		17/3/1		17/3/1

		17/3/2		17/3/2		17/3/2

		17/3/3		17/3/3		17/3/3

		17/3/6		17/3/6		17/3/6

		17/3/7		17/3/7		17/3/7

		17/3/8		17/3/8		17/3/8

		17/3/9		17/3/9		17/3/9

		17/3/10		17/3/10		17/3/10

		17/3/13		17/3/13		17/3/13

		17/3/14		17/3/14		17/3/14
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		17/3/31		17/3/31		17/3/31

		17/4/3		17/4/3		17/4/3

		17/4/4		17/4/4		17/4/4

		17/4/5		17/4/5		17/4/5

		17/4/6		17/4/6		17/4/6

		17/4/7		17/4/7		17/4/7

		17/4/10		17/4/10		17/4/10

		17/4/11		17/4/11		17/4/11

		17/4/12		17/4/12		17/4/12

		17/4/13		17/4/13		17/4/13

		17/4/14		17/4/14		17/4/14

		17/4/17		17/4/17		17/4/17
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		17/5/9		17/5/9		17/5/9

		17/5/10		17/5/10		17/5/10

		17/5/11		17/5/11		17/5/11

		17/5/12		17/5/12		17/5/12

		17/5/15		17/5/15		17/5/15

		17/5/16		17/5/16		17/5/16

		17/5/17		17/5/17		17/5/17

		17/5/18		17/5/18		17/5/18

		17/5/19		17/5/19		17/5/19

		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30
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		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

10005

10005

20009990

9979

9979

36340933

10010

10010

46493931

10019

10019

346635328

10000

10000

413359591

9975

9975

416283695

9970

9970

445117418

9958

9958

478396128

9963

9963

502596439

9970

9970

560495479

9978

9978

613967465

10017

10017

678549548

9998

9998

677265877

10008

10008

814060369

10024

10024

818915422

10015

10015

789397608

10017

10017

875534132

10025

10025

881312591

10042

10042

949865286

10055

10055

951082841

10038

10038

959479297

10030

10030

962113052

10026

10026

961716651

10022

10022

1173156555

10013

10013

1172103022

10048

10048

1313561831

10065

10065

1375893706

10057

10057

1374785537

10074

10074

1367028850

10108

10108

1371741676

10117

10117

1380078124

10149

10149

1341763876

10179

10179

1358664438

10144

10144

1354015892

10170

10170

1005013736

10183

10183

1006286032

10183

10183

1007280821

10161

10161

964447551

10170

10170

965291950

10153

10153

963697461

10153

10153

966677382

10172

10172

1369323099

10164

10164

1368231950

10155

10155

1370999778

10130

10130

1367604163

10113

10113

1365313737

10104

10104

1375087760

10079

10079

1375546074

10087

10087

1376760228

10112

10112

1480407644

10095

10095

1481926639

10104

10104

1483231162

10133

10133

1688026928

10158

10158

1892541260

10141

10141

1889368147

10150

10150

1892017307

10137

10137

1890199061

10128

10128

1891385096

10158

10158

1901144564

10145

10145

1898701339

10154

10154

1926524054

10145

10145

1933216438

10128

10128

1955959045

10137

10137

1957673884

10155

10155

1961094404

10164

10164

1952800357

10172

10172

1996267170

10111

10111

1984376661

10155

10155

1992937397

10147

10147

2179867460

10156

10156

2189941752

10165

10165

2171480783

10190

10190

2218981887

10175

10175

2535906622

10175

10175

2859010501

10184

10184

2864489657

10189

10189

2865870744

10198

10198

2879568562

10189

10189

2926970965

10189

10189

2930114737

10198

10198

2932714347

10181

10181

2949830494

10186

10186

2985474148

10134

10134

3026123846

10130

10130

3025000584

10126

10126

3090740149

10118

10118

3139999123

10093

10093

3131976543

10100

10100

3145624719

10088

10088

3153965652

10064

10064

3146190877

10080

10080

3154450317

10126

10126

3279344104

10130

10130

3282612544

10152

10152

3346892434

10143

10143

3343931605

10143

10143

3353953434

10148

10148

3356571373

10148

10148

3356519209

10157

10157

3369658907

10140

10140

3390073306

10155

10155

4000842036

10155

10155

4001815330

10147

10147

4019581440

10147

10147

4019560614

10165

10165

4007212922

10173

10173

4030320890

10174

10174

4032637929

10165

10165

4030649747

10166

10166

4034011500

10191

10191

4055220644

10191

10191

4069199632

10200

10200

4001627598

10201

10201

4113983074

10192

10192

4110362124

10192

10192

4120340786

10201

10201

4123928774

10219

10219

4132079334

10227

10227

4172276630

10227

10227

4212122226

10236

10236

4205698354

10227

10227

4303205437

10228

10228

4313600645

10228

10228

4328673419

10228

10228

4328650995

10237

10237

4407358468

10246

10246

4413713506

10264

10264

4239351702

10264

10264

4280906378

10264

10264

4228433000

10239

10239

4289790891

10264

10264

4304542975

10256

10241

4246659720

10229.96191778

10215

4241549371

10221.95020017

10207

4241406626

10199.91797675

10185

4234323714

10234.96924127

10220

4263057086

10217.94434135

10203

4248768611

10226.95752365

10212

4255653253

10234.96924125

10220

4264938166

10243.98242355

10229

4328636034

10243.98242355

10229

4328987921

10235.97070594

10221

4389880475

10200.91944141

10186

4390069022

10166.86964158

10152

4376527254

10192.90772379

10178

4388948522

10166.86964157

10152

4430421343

10158.85792396

10144

4397238522

10193.90918848

10179

4412242132

10201.92090608

10187

4415653874

10175.88282386

10161

4404468524

10176.88428856

10162

4418774381

10176.88428856

10162

4418757576

10176.88428856

10162

4424007839

10168.87257095

10154

4420535478

10168.87257095

10154

4420466799

10168.87257095

10154

4430891002

10163.86524744

10149

4428707316

10163.86524744

10149

4428694324

10155.85352983

10141

4425214208

10155.85352983

10141

4425150420

10164.86671213

10150

4429021798

10169.87403563

10155

4410959056

10164.86671212

10150

4412004108

10160.86085331

10146

4405300331

10169.87403561

10155

4421091019

10165.8681768

10151

4419353450

10174.8813591

10160

4423215916

10182.8930767

10168

4631974404

10217.94434122

10203

4648766882

10225.95605882

10211

4652803627

10234.96924112

10220

4666840435

10208.9311589

10194

4634867164

10204.92530009

10190

4632958491

10187.90040017

10173

4625251265

10179.88868256

10165

4681593467

10196.91358247

10182

4689321542

10187.90040016

10173

5175124276

10200.91944126

10186

5171603727

10209.93262356

10195

5176048218

10209.93262356

10195

5176026352

10218.94580586

10204

5180524471

10210.93408825

10196

5188835751

10197.91504714

10183

5182303144

10189.90332953

10175

5178374945

10214.93994704

10200

5198451259

10214.93994704

10200

5198424330

10209.93262353

10195

5206894177

10197.91504712

10183

5200744763

10189.90332951

10175

5206692158

10198.91651181

10184

5211225246

10198.91651181

10184

5211198252

10215.94141172

10201

5217790308

10216.94287642

10202

5218215695

10223.95312932

10209

5220812159

10219.94727051

10205

5218759828

10223.95312931

10209

5270204682

10232.96631161

10218

5274777393

10237.97363511

10223

5277251980

10246.98681741

10232

5281823628

10227.95898809

10213

5377004584

10218.94580578

10204

5372290311

10236.97217039

10222

5381645268

10250.99267619

10236

5408837783

10246.98681738

10232

5409712828

10237.97363507

10223

5405074044

10232.96631156

10218

5402428649

10241.97949386

10227

5417118615

10232.96631155

10218

5412754646

10224.95459394

10210

5329156847

10206.92822932

10192

5316747084

10180.8901471

10166

5279707720

10198.91651171

10184

5271465701

10207.92969401

10193

5279046960

10198.9165117

10184

5274350469

10190.90479409

10176

5267000815

10190.90479409

10176

5266973517

10181.89161178

10167

5262334691

10199.91797639

10185

5202192017

10199.91797639

10185

5202111169

10208.93115869

10194

5206732524

10199.91797638

10185

5202154740

10195.91211757

10181

5200105209

10217.94434098

10203

5211733984

10217.94434098

10203

5221753477

10187.90039995

10173

5206021365

10204.92529986

10190

5215312389

10187.90039994

10173

5206672740

10204.92529985

10190

5215258394

10205.92676455

10191

5215683977

10214.93994685

10200

5220216584

10214.93994685

10200

5220189541

10196.91358223

10182

5192243551

10214.93994684

10200

5203291867

10232.96631145

10218

5212778417

10250.99267606

10236

5221841837

10250.99267606

10236

5221834789

10250.99267606

10236

5221808736

10251.99414076

10237

5219233426

10242.98095845

10228

5214664492

10255.99999955

10241

5199056431

10270.02050535

10255

5185933104

10278.03222295

10263

5160276129

10270.02050534

10255

5146093432

10279.03368764

10264

5138669974

10288.04686994

10273

5143461073

10288.04686994

10273

5145430313

10262.00878772

10247

5123573677

10307.07469924

10292

5044400067

10299.06298163

10284

5040007818

10307.07469923

10292

5044347807

10298.06151692

10283

5039963139

10298.06151692

10283

5039937023

10308.07616392

10278

5057147682

10299.04982752

10269

5054204631

10308.07616391

10278

5074477684

10317.1025003

10287

5078843028

10326.12883669

10296

5083002048

10335.15517308

10305

5139936078

10335.15517308

10305

5123951302

10340.16980441

10310

5136360136

10367.24881359

10337

5149626983

10366.24588732

10336

5206046927

10358.22247719

10328

5215396624

10362.23418225

10332

5257832549

10353.20784585

10323

5155021683

10344.18150945

10314

5150552682

10345.18443571

10315

5151065565

10381.28978129

10351

5173898608

10389.31319141

10359

5177306685

10363.23710848

10333

5163945736

10354.21077208

10324

5149295987

10364.24003474

10334

5155144750

10372.26344486

10342

5159555895

10390.31611765

10360

5168502123

10386.30441258

10356

5166503464

10391.31904391

10361

5168941561

10382.29270751

10352

5178212633

10382.29270751

10352

5181374989

10391.3190439

10361

5185799317

10382.2927075

10352

5195321276

10337.16102552

10307

5172978607

10338.16395178

10308

5173399081

10338.16395178

10308

5173372276

10329.13761538

10299

5177976415

10320.11127898

10290

5144328896

10338.16395177

10308

5153569597

10374.26929735

10344

5161615969

10365.24296095

10335

5159844100

10366.24588721

10336

5176965355

10348.19321441

10318

5178031917

10357.2195508

10327

5182467456

10357.2195508

10327

5175695569

10357.2195508

10327

5178670745

10349.19614067

10319

5174626626

10340.16980427

10310

5139161521

10331.14346787

10301

5134703586

10322.11713147

10292

5150244649

10322.11713147

10292

5150217901

10332.14639413

10302

5163038779

10341.17273052

10311

5187473336

10358.22247704

10328

5206393482

10358.22247704

10328

5213334278

10367.24881343

10337

5222284583

10372.26344476

10342

5254724764

10386.30441248

10356

5264732707

10403.354159

10373

5257143732

10386.30441247

10356

5280077619

10377.27807607

10347

5270667363

10359.22540327

10329

5183916145

10368.25173966

10338

5188351193

10359.22540326

10329

5186846254

10368.25173965

10338

5224235300

10377.27807604

10347

5228702053

10369.25466591

10339

5196012366

10360.22832951

10330

5191519288

10360.22832951

10330

5211492302

10378.2810023

10348

5219393348

10395.33074882

10365

5238334834

10396.33367508

10366

5415985871

10405.36001147

10375

5434587469

10396.33367507

10366

5431891871

10397.33660133

10367

5471039566

10406.36293772

10376

5485702712

10397.33660132

10367

5590917385

10388.31026492

10358

5589106807

10388.31026492

10358

5592078870

10406.36293771

10376

5606165870

10406.36293771

10376

5653782285

10415.3892741

10385

5658532598

10416.39220036

10386

5709137529

10425.41853675

10395

5838141339

10442.46828327

10412

5888113431

10442.46828327

10412

5930114553

10452.49754593

10422

5909030006

10443.47120953

10413

5853032880

10434.44487313

10404

5848107737

10443.47120952

10413

5832876561

10443.47120952

10413

5833045261

10447.48291458

10417

5995616943

10439.45950445

10409

5990136148

10448.48584084

10418

5995888049

10457.51217723

10427

6011071631

10320.11127876

10290

5928934786

10270.96789171

10241

5904825278

10315.09664742

10285

5931846002

10279.9942281

10250

5906918542

10266.95618663

10237

5898121209

10227.84206224

10198

5874891071

10351.20199297

10321

5952325820

10236.86839862

10207

5815903741

10210.7923157

10181

5799237521

10201.7659793

10172

5800266692

10214.80402075

10185

5802324093

10215.80694701

10186

5802896293

10197.75427421

10168

5792742199

10206.7806106

10177

5797775713

10223.83035712

10194

5807872756

10241.88302991

10212

5819354455

10223.83035711

10194

5814196996

10224.83328337

10195

5815674868

10215.80694697

10186

5810576997

10215.80694697

10186

5810546883

10216.80987323

10187

5811019736

10242.88595614

10213

5825637588

10225.83620961

10196

5816398474

10225.83620961

10196

5817318306

10229.84791467

10200

5820491320

10242.88595612

10213

5769198023

10233.85961972

10204

5765183807

10233.85961972

10204

5765155915

10208.78646306

10179

5740577971

10216.80987318

10187

5755682453

10208.78646305

10179

5751130869

10208.78646305

10179

5751101066

10221.8245045

10192

5758322162

10230.85084089

10201

5749911030

10231.85376715

10202

5750436859

10222.82743075

10178

5730905569

10231.86706986

10187

5737545447

10231.86706986

10187

5737517715

10232.8714742

10188

5738043189

10231.86706985

10187

5492211516

10223.83183508

10179

5487846469

10214.79219596

10170

5473180665

10210.77457857

10166

5471030569

10172.60721343

10128

5450320210

10156.53674389

10112

5441721290

10164.57197865

10120

5445965433

10189.68208729

10145

5460729575

10165.57638299

10121

5447438350

10157.54114822

10113

5443113067

10165.57638298

10121

5381821802

10165.57638298

10121

5382328008

10098.28129181

10054

5346659637

10124.39580479

10080

5158428616

10108.32533525

10064

5150250755

10117.36497436

10073

5154765098

10146.49270038

10102

5168897322

10130.42223084

10086

5160297040

10134.43984822

10090

5162738460

10130.42223083

10086

5162695416

10138.45746559

10094

5166704711

10122.38699605

10078

5158605859

10122.38699605

10078

5158579132

10108.32533521

10064

4652426295

10125.40020908

10081

4661152058

10158.54555248

10114

4676620790

10200.73053499

10156

4696190500

10209.7701741

10165

4697619437

10218.80981321

10174

4701646093

10197.71732195

10153

4692060215

10180.64244807

10136

4684393478

10180.64244807

10136

4684369204

10167.58519157

10123

4678424663

10159.5499568

10115

4674708702

10160.55436114

10116

4675139885

10160.55436114

10116

4659489741

10160.55436114

10116

4666911368

10169.59400025

10125

4660991769

10178.63363936

10134

4665001840

10195.70851323

10151

4672691110

10211.77898276

10167

4680378354

10216.80100448

10172

4583311068

10216.80100448

10172

4566301382

10250.95075223

10206

4582706611

10234.88028269

10190

4575161646

10250.95075222

10206

4582661150

10250.95075222

10206

4582637404

10269.03003044

10224

4590506076

10269.03003044

10224

4590497243

10251.95515656

10207

4571512369

10286.10490431

10241

4586935979

10286.10490431

10241

4576826531

10291.12692603

10246

4578443642

10330.29869551

10285

4596030613

10313.22382163

10268

4588081983

10321.25905639

10276

4590461513

10296.14894774

10251

4578994986

10330.29869549

10285

4594328605

10331.30309983

10286

4594746896

10322.26346071

10277

4587676340

10313.22382159

10268

4583593853

10340.34273892

10295

4595444268

10348.37797368

10303

4597271878

10366.4572519

10321

4605161522

10353.3999954

10308

4599423093

10393.57616922

10348

4592820900

10355.40880408

10310

4562826409

10409.64663874

10364

4581645474

10400.60699962

10355

4577830477

10391.5673605

10346

4571956726

10437.7699604

10392

4591957870

10521.13552109

10475

4628790125

10475.93732553

10430

4609000757

10456.85364296

10411

4462680074

10424.71270389

10379

4448719557

10452.83602556

10407

4401143120

10479.95494289

10434

4412787050

10484.97696461

10439

4406739431

10495.02100806

10449

4283065660

10495.02100806

10449

4278675374

10484.9769646

10439

4254419456

10495.02100805

10449

4270367837

10504.06064716

10458

4274371480

10513.10028627

10467

4277972513

10523.14432972

10477

4271568021

10541.22360794

10495

4146831943

10542.22801228

10496

4125186774

10542.22801228

10496

4103749795

10537.20599055

10491

4059352791

10556.28967311

10510

4049871924

10622.58035992

10576

4075282207

10608.51869908

10562

4071782022

10613.5407208

10567

4063269020

10613.5407208

10567

4063247955

10584.41299477

10538

4043848984

10626.59797728

10580

4056200071

10594.45703821

10548

4043444551

10576.37775998

10530

4036252010

10584.41299474

10538

4039629097

10618.56274249

10572

4045916087

10618.56274249

10572

4045854178

10628.60678594

10582

4049602588

10636.6420207

10590

4055334240

10646.68606415

10600

4059095620

10646.68606415

10600

4045009956

10632.62440331

10586

4039685339

10604.50108163

10558

3967776728

10604.50108163

10558

3967757160

10604.50108163

10558

3966474431

10585.41739906

10539

3957359315

10557.29407738

10511

3943856090

10549.25884261

10503

3940510170

10567.33812083

10521

3947510225

10595.4614425

10549

3957813387

10651.70808585

10605

3988933169

10651.70808585

10595

3985479734

10633.61174365

10577

3973569033

10661.76160928

10605

3984267180

10661.76160928

10605

3973656041

10651.70808583

10595

3969949273

10652.71343817

10596

3970257343

10676.84189442

10620

3979083778

10662.7669616

10606

3967532637

10733.14162568

10676

3994000028

10763.302196

10706

3985140330

10716.05063582

10659

3967646005

10716.05063582

10659

3833111118

10783.40924287

10726

3846696192

10773.35571942

10716

3843150118

10744.20050144

10687

3826592417

10725.0988069

10668

3811634588

10725.0988069

10668

3811614888

10715.04528345

10658

3808080477

10695.94358891

10639

3802178549

10735.15233033

10678

3798997484

10726.10415923

10669

3795928524

10745.20585376

10688

3782892558

10754.25402485

10697

3786356785

10735.15233031

10678

3779771485

10696.94894123

10640

3765683644

10707.00246467

10650

3769146535

10669.80442793

10613

3755897861

10697.95429356

10641

3765974402

10682.87400839

10626

3768727516

10683.87936073

10627

3769017931

10702.98105526

10646

3766776662

10716.05063573

10659

3771629783

10688.90612243

10632

3761964560

10716.05063572

10659

3770440274

10736.1576826

10679

3777533382

10746.21120604

10689

3779927556

10736.15768259

10679

3775360215

10726.10415914

10669

3773852867

10717.05598804

10660

3770665323

10737.16303492

10680

3777703120

10737.16303492

10680

3777683596

10765.31290055

10708

3787753987

10755.2593771

10698

3784255467

10728.1148638

10671

3774455752

10737.16303489

10680

3776175968

10765.31290052

10708

3784105275

10785.4199474

10728

3790046107

10794.46811849

10737

3789197010

10794.46811849

10737

3783924177

10814.57516537

10757

3780513280

10852.77855444

10795

3793975513

10833.6768599

10776

3787043191

10871.88024897

10814

3782485681

10852.77855443

10795

3775891158

10882.93912475

10825

3786191344

10926.16927554

10868

3794418484

10926.16927554

10868

3779621786

10926.16927554

10868

3765119977

10966.3833693

10908

3779031559

10946.27632241

10888

3759905494

10946.27632241

10888

3749364216

10926.16927552

10868

3742572145

10956.32984584

10898

3752711826

10966.38336928

10908

3751790384

10965.37801693

10907

3751771982

10995.53858725

10937

3761899954

11070.94001305

11012

3775444542

11034.74732866

10976

3762234714

10995.53858724

10937

3748699628

10995.53858724

10937

3747633794

10955.32449347

10897

3728805738

10941.24956065

10883

3723740369

10990.51182551

10932

3740544721

10961.35660753

10903

3720195149

10956.3298458

10898

3718498329

11010.61887238

10952

3737927190

11030.72591926

10972

3744619875

11044.80085207

10986

3746262630

11015.64563409

10957

3736145692

11025.69915753

10967

3739815692

10975.43154032

10917

3712126813

10995.5385872

10937

3710577953

10945.27096999

10887

3693879080

10956.32984577

10898

3696405176

10976.43689265

10918

3694579445

10995.53858718

10937

3701214823

10989.50647311

10931

3683971268

10990.51182545

10932

3682209260

11010.61887233

10952

3688824472

11019.66704342

10961

3692426386

11029.72056686

10971

3695818625

11029.72056686

10971

3695814439

11019.66704341

10961

3586563229

11029.72056685

10971

3589755737

11048.82226138

10990

3596170954

11009.61351996

10951

3583284804

11089.03635514

11030

3609071012

11149.35749578

11090

3625758095

11114.17016373

11055

3614168853

11164.43778093

11105

3629988958

11175.49665671

11116

3633502888

11246.87667313

11187

3651495751

11293.12288095

11233

3651358234

11250.89808249

11191

3640894399

11303.17640438

11243

3662825788

11272.01048171

11212

3651997638

11245.87132076

11186

3632672759

11256.93019654

11197

3636165584

11277.03724342

11217

3642871709

11266.98371997

11207

3639341264

11245.87132074

11186

3632618466

11328.31021295

11268

3655495893

11308.20316606

11248

3648955372

11308.20316606

11248

3648946456

11350.42796451

11290

3649017883

11344.39585044

11284

3636202435



Bシート

		2019/08/30				資産別構成 シサンベツコウセイ								公社債種別構成 ベツコウセイ						格付別構成 カクヅベツコウセイ						ポートフォリオ特性値 トクセイアタイ						MF別構成 ベツコウセイ						組入上位銘柄 クミイジョウイメイガラ												残存期間別構成（ポート比） ザンゾンキカンベツコウセイ						平均残存期間 ヘイキンザンゾンキカン								ファンド

						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		2		9,903.2%				国債		9,903.2%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6				超長期国債18-20MF		10,020.1%				１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		4,953.0%				1年未満		---				年 ネン		18.5148624266						-1		20190731		2.7%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				---		---				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				---		---				１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		4,950.2%				1年以上2年未満		---				日 ヒ		6757.9247857019						-3		20190531		4.3%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		2		99.0322761829				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				96.8%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7				---		---				---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		7.0%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		---		1年未満		---

						合計 ゴウケイ		2		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7				---		---				---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		11.0%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0				---		---				---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9360						---		---				---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		8.7%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		---		4年以上5年未満		---

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来 セッテイライ				13.4%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		---		5年以上6年未満		---

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6				---		---				---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		---		6年以上7年未満		---

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				---		---				---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		---		7年以上8年未満		---

														合計 ゴウケイ		9,903.2%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7				合計 ゴウケイ		10,020.1%				合計 ゴウケイ								9,903.2%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		4,953.0%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				---												１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		4,950.2%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		99.0322761829				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		2		9,903.2%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				18年以上19年未満		5001.4%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.0%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				19年以上		4998.6%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		2		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		50.0139087489		18年以上19年未満		5001.4%

																				B+		---																---		---		---		---		---				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				49.9860913067		19年以上		4998.6%

																				B		---				---												---		---		---		---		---				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		---												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		---												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,903.2%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		---		1年未満		---

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

																				9360																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		---		4年以上5年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		---		5年以上6年未満		---

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---																														FR1		外国リート		0												6		～		7		---		6年以上7年未満		---

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,903.2%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		---		7年以上8年未満		---

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		10,000.0%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		4,953.0%																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		4,950.2%																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		49.5299121959		18年以上19年未満		4,953.0%

																				A-		---																																																																												19		～				49.5023639925		19年以上		4,950.2%

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				---						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		---				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		DB1		国内債券		2		0		0.00		3,601,014,038		99.03		3,601,014,038		99.03		3636202435		3,601,014,038		99.03



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20MF		3,643,495,164		100.20		3636202435



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		0001		国債		0		0.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		99.03		3636202435		3,601,014,038		99.03



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		AAA		0		0.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		99.03		3636202435				9360		超長期国債18-20マザーファンド		AAA		3,718,823,600		100.00		3,718,823,600		3762694524		3,601,014,038		100.00		99.03



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		20181220000006		１６６  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.7		20380920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.91		0.6205838808		0.026		19.07123288		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3,601,014,038		3636202435				49.99

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171220000009		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		1,191,733,024		32.77		1,191,733,024		32.77		3,601,014,038		3636202435				33.09

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180618000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		90,104,027		2.48		90,104,027		2.48		3,601,014,038		3636202435				2.50

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180717000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		75,086,689		2.06		75,086,689		2.06		3,601,014,038		3636202435				2.09

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180626000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		64,360,019		1.77		64,360,019		1.77		3,601,014,038		3636202435				1.79

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180704000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		64,360,019		1.77		64,360,019		1.77		3,601,014,038		3636202435				1.79

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180319000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		48,270,014		1.33		48,270,014		1.33		3,601,014,038		3636202435				1.34

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180629000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		28,962,009		0.80		28,962,009		0.80		3,601,014,038		3636202435				0.80

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180621000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		28,962,009		0.80		28,962,009		0.80		3,601,014,038		3636202435				0.80

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180328000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		27,889,342		0.77		27,889,342		0.77		3,601,014,038		3636202435				0.77

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180326000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		26,816,675		0.74		26,816,675		0.74		3,601,014,038		3636202435				0.74

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180703000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		26,816,675		0.74		26,816,675		0.74		3,601,014,038		3636202435				0.74

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180404000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		25,744,008		0.71		25,744,008		0.71		3,601,014,038		3636202435				0.71

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171225000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180706000010		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180705000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180607000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		19,308,006		0.53		19,308,006		0.53		3,601,014,038		3636202435				0.54

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180528000005		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		18,235,339		0.50		18,235,339		0.50		3,601,014,038		3636202435				0.51



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		20371220		219		6687		0		0.00		1,801,007,873		49.53		1,801,007,873		49.53		3636202435		3312.0652279501

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		20380920		228		6961		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3636202435		3445.8595577518



&L&F&C&P&R&A



組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20371220										1.00		0		0.00		1,801,007,873		49.53		1,801,007,873		49.53		3636202435		1,801,007,873		49.53

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.7		20380920										1.00		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3636202435		1,800,006,165		49.50



&L&F&C&P&R&A



ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		0.581097743		0.0179977738		17.6574297614		18.6957860042		6823.9618901042		3,601,014,040																						20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		0.5810977428		0.0179977746		17.6574297614		18.6957860047		6823.9618901633		3,718,823,600

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,191,733,024		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		645482609		11917330		20742113283		21833202010		7969118731488				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,230,721,360		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		666600000		12307214		21420705271		22547489689		8229833734320

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		48,270,014		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		26144660		482700		840139594		884333106		322781583618				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		49,849,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		27000000		498492		867625326		913264659		333341600400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		26,816,675		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14524811		268167		466744228		491296180		179323105725				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		27,694,000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		27,889,342		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15105804		278893		485413998		510948027		186496029954				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		28,801,760		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15600000		288018		501294633		527664025		192597369120

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		25,744,008		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		13943819		257440		448074459		471644333		172150181496				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		26,586,240		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14400000		265862		462733507		487074485		177782186880

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18,235,339		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		9876872		182353		317386075		334081403		121939711893				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18,831,920		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10200000		188319		327769568		345011093		125929049040

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19,308,006		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10457864		193080		336055844		353733250		129112636122				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19,939,680		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10800000		199397		347050130		365305864		133336640160

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		90,104,027		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		48803366		901040		1568260590		1650755147		602525628549				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		93,051,840		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		50400000		930518		1619567275		1704760697		622237654080

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		28,962,009		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15686796		289620		504083767		530599875		193668954183				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		29,909,520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		64,360,019		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		34859547		643600		1120186131		1179110814		430375447053				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		66,465,600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		28,962,009		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15686796		289620		504083767		530599875		193668954183				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		29,909,520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		26,816,675		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14524811		268167		466744228		491296180		179323105725				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		27,694,000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		64,360,019		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		34859547		643600		1120186131		1179110814		430375447053				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		66,465,600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		75,086,689		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		40669471		750867		1306883822		1375629286		502104689343				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		77,543,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		42000000		775432		1349639396		1420633914		518531378400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1,800,006,165		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1117054811		46800160		32238110415		34328336758		12529842914565				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1,858,894,560		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1153600000		48331259		33292801570		35451411053		12939765032160
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4671

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4671		10,005				10,005		20,009,990																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4671		9,979				9,979		36,340,933																基準価額 キジュンカガク		11284						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4671		10,010				10,010		46,493,931																純資産総額 ジュンシサンソウガク		3636202435

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4671		10,019				10,019		346,635,328																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		36億円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4671		10,000				10,000		413,359,591																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		11344.39585044						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4671		9,975				9,975		416,283,695																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4671		9,970				9,970		445,117,418																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4671		9,958				9,958		478,396,128																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4671		9,963				9,963		502,596,439																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4671		9,970				9,970		560,495,479																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4671		9,978				9,978		613,967,465

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4671		10,017				10,017		678,549,548

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4671		9,998				9,998		677,265,877																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4671		10,008				10,008		814,060,369																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4671		10,024				10,024		818,915,422																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4671		10,015				10,015		789,397,608																-1		20190731		2.7%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.9%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4671		10,017				10,017		875,534,132																-3		20190531		4.3%				-1		20190730		2.9%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4671		10,025				10,025		881,312,591																-6		20190228		7.0%				-3		20190530		4.7%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4671		10,042				10,042		949,865,286																-12		20180831		11.0%				-6		20190228		7.0%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4671		10,055				10,055		951,082,841																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		11.1%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4671		10,038				10,038		959,479,297																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4671		10,030				10,030		962,113,052																年初来 ネンショライ		20181231		8.7%				年初来 ネンショライ		20181231		8.7%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4671		10,026				10,026		961,716,651																設定来 セッテイク				13.4%				設定来 セッテイク				13.4%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4671		10,022				10,022		1,173,156,555

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4671		10,013				10,013		1,172,103,022																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4671		10,048				10,048		1,313,561,831																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4671		10,065				10,065		1,375,893,706																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4671		10,057				10,057		1,374,785,537																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4671		10,074				10,074		1,367,028,850																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4671		10,108				10,108		1,371,741,676																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4671		10,117				10,117		1,380,078,124																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4671		10,149				10,149		1,341,763,876																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4671		10,179				10,179		1,358,664,438																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4671		10,144				10,144		1,354,015,892																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4671		10,170				10,170		1,005,013,736																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4671		10,183				10,183		1,006,286,032

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4671		10,183				10,183		1,007,280,821																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4671		10,161				10,161		964,447,551																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4671		10,170				10,170		965,291,950																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4671		10,153				10,153		963,697,461																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4671		10,153				10,153		966,677,382																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4671		10,172				10,172		1,369,323,099																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4671		10,164				10,164		1,368,231,950																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4671		10,155				10,155		1,370,999,778																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4671		10,130				10,130		1,367,604,163																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4671		10,113				10,113		1,365,313,737																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4671		10,104				10,104		1,375,087,760																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4671		10,079				10,079		1,375,546,074

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4671		10,087				10,087		1,376,760,228

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4671		10,112				10,112		1,480,407,644

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4671		10,095				10,095		1,481,926,639

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4671		10,104				10,104		1,483,231,162

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4671		10,133				10,133		1,688,026,928

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4671		10,158				10,158		1,892,541,260

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4671		10,141				10,141		1,889,368,147

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4671		10,150				10,150		1,892,017,307

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4671		10,137				10,137		1,890,199,061

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4671		10,128				10,128		1,891,385,096

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4671		10,158				10,158		1,901,144,564

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4671		10,145				10,145		1,898,701,339

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4671		10,154				10,154		1,926,524,054

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4671		10,145				10,145		1,933,216,438

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4671		10,128				10,128		1,955,959,045

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4671		10,137				10,137		1,957,673,884

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4671		10,155				10,155		1,961,094,404

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4671		10,164				10,164		1,952,800,357

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4671		10,172				10,172		1,996,267,170

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4671		10,111				10,111		1,984,376,661

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4671		10,155				10,155		1,992,937,397

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4671		10,147				10,147		2,179,867,460

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4671		10,156				10,156		2,189,941,752

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4671		10,165				10,165		2,171,480,783

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4671		10,190				10,190		2,218,981,887

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4671		10,175				10,175		2,535,906,622

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4671		10,175				10,175		2,859,010,501

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4671		10,184				10,184		2,864,489,657

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4671		10,189				10,189		2,865,870,744

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4671		10,198				10,198		2,879,568,562

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4671		10,189				10,189		2,926,970,965

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4671		10,189				10,189		2,930,114,737

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4671		10,198				10,198		2,932,714,347

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4671		10,181				10,181		2,949,830,494

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4671		10,186				10,186		2,985,474,148

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4671		10,134				10,134		3,026,123,846

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4671		10,130				10,130		3,025,000,584

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4671		10,126				10,126		3,090,740,149

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4671		10,118				10,118		3,139,999,123

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4671		10,093				10,093		3,131,976,543

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4671		10,100				10,100		3,145,624,719

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4671		10,088				10,088		3,153,965,652

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4671		10,064				10,064		3,146,190,877

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4671		10,080				10,080		3,154,450,317

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4671		10,126				10,126		3,279,344,104

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4671		10,130				10,130		3,282,612,544

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4671		10,152				10,152		3,346,892,434

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4671		10,143				10,143		3,343,931,605

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4671		10,143				10,143		3,353,953,434

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4671		10,148				10,148		3,356,571,373

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4671		10,148				10,148		3,356,519,209

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4671		10,157				10,157		3,369,658,907

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4671		10,140				10,140		3,390,073,306

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4671		10,155				10,155		4,000,842,036

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4671		10,155				10,155		4,001,815,330

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4671		10,147				10,147		4,019,581,440

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4671		10,147				10,147		4,019,560,614

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4671		10,165				10,165		4,007,212,922

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4671		10,173				10,173		4,030,320,890

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4671		10,174				10,174		4,032,637,929

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4671		10,165				10,165		4,030,649,747

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4671		10,166				10,166		4,034,011,500

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4671		10,191				10,191		4,055,220,644

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4671		10,191				10,191		4,069,199,632

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4671		10,200				10,200		4,001,627,598

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4671		10,201				10,201		4,113,983,074

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4671		10,192				10,192		4,110,362,124

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4671		10,192				10,192		4,120,340,786

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4671		10,201				10,201		4,123,928,774

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4671		10,219				10,219		4,132,079,334

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4671		10,227				10,227		4,172,276,630

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4671		10,227				10,227		4,212,122,226

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4671		10,236				10,236		4,205,698,354

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4671		10,227				10,227		4,303,205,437

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4671		10,228				10,228		4,313,600,645

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4671		10,228				10,228		4,328,673,419

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4671		10,228				10,228		4,328,650,995

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4671		10,237				10,237		4,407,358,468

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4671		10,246				10,246		4,413,713,506

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4671		10,264				10,264		4,239,351,702

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4671		10,264				10,264		4,280,906,378

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4671		10,264				10,264		4,228,433,000

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4671		10,239				10,239		4,289,790,891

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4671		10,264				10,264		4,304,542,975

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4671		10,241		15		10,256		4,246,659,720

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4671		10,215				10,230		4,241,549,371

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4671		10,207				10,222		4,241,406,626

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4671		10,185				10,200		4,234,323,714

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4671		10,220				10,235		4,263,057,086

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4671		10,203				10,218		4,248,768,611

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4671		10,212				10,227		4,255,653,253

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4671		10,220				10,235		4,264,938,166

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4671		10,229				10,244		4,328,636,034

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4671		10,229				10,244		4,328,987,921

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4671		10,221				10,236		4,389,880,475

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4671		10,186				10,201		4,390,069,022

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4671		10,152				10,167		4,376,527,254

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4671		10,178				10,193		4,388,948,522

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4671		10,152				10,167		4,430,421,343

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4671		10,144				10,159		4,397,238,522

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4671		10,179				10,194		4,412,242,132

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4671		10,187				10,202		4,415,653,874

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4671		10,161				10,176		4,404,468,524

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4671		10,162				10,177		4,418,774,381

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4671		10,162				10,177		4,418,757,576

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4671		10,162				10,177		4,424,007,839

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4671		10,154				10,169		4,420,535,478

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4671		10,154				10,169		4,420,466,799

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4671		10,154				10,169		4,430,891,002

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4671		10,149				10,164		4,428,707,316

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4671		10,149				10,164		4,428,694,324

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4671		10,141				10,156		4,425,214,208

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4671		10,141				10,156		4,425,150,420

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4671		10,150				10,165		4,429,021,798

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4671		10,155				10,170		4,410,959,056

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4671		10,150				10,165		4,412,004,108

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4671		10,146				10,161		4,405,300,331

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4671		10,155				10,170		4,421,091,019

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4671		10,151				10,166		4,419,353,450

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4671		10,160				10,175		4,423,215,916

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4671		10,168				10,183		4,631,974,404

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4671		10,203				10,218		4,648,766,882

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4671		10,211				10,226		4,652,803,627

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4671		10,220				10,235		4,666,840,435

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4671		10,194				10,209		4,634,867,164

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4671		10,190				10,205		4,632,958,491

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4671		10,173				10,188		4,625,251,265

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4671		10,165				10,180		4,681,593,467

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4671		10,182				10,197		4,689,321,542

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4671		10,173				10,188		5,175,124,276

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4671		10,186				10,201		5,171,603,727

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4671		10,195				10,210		5,176,048,218

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4671		10,195				10,210		5,176,026,352

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4671		10,204				10,219		5,180,524,471

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4671		10,196				10,211		5,188,835,751

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4671		10,183				10,198		5,182,303,144

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4671		10,175				10,190		5,178,374,945

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4671		10,200				10,215		5,198,451,259

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4671		10,200				10,215		5,198,424,330

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4671		10,195				10,210		5,206,894,177

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4671		10,183				10,198		5,200,744,763

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4671		10,175				10,190		5,206,692,158

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4671		10,184				10,199		5,211,225,246

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4671		10,184				10,199		5,211,198,252

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4671		10,201				10,216		5,217,790,308

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4671		10,202				10,217		5,218,215,695

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4671		10,209				10,224		5,220,812,159

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4671		10,205				10,220		5,218,759,828

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4671		10,209				10,224		5,270,204,682

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4671		10,218				10,233		5,274,777,393

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4671		10,223				10,238		5,277,251,980

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4671		10,232				10,247		5,281,823,628

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4671		10,213				10,228		5,377,004,584

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4671		10,204				10,219		5,372,290,311

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4671		10,222				10,237		5,381,645,268

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4671		10,236				10,251		5,408,837,783

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4671		10,232				10,247		5,409,712,828

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4671		10,223				10,238		5,405,074,044

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4671		10,218				10,233		5,402,428,649

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4671		10,227				10,242		5,417,118,615

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4671		10,218				10,233		5,412,754,646

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4671		10,210				10,225		5,329,156,847

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4671		10,192				10,207		5,316,747,084

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4671		10,166				10,181		5,279,707,720

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4671		10,184				10,199		5,271,465,701

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4671		10,193				10,208		5,279,046,960

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4671		10,184				10,199		5,274,350,469

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4671		10,176				10,191		5,267,000,815

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4671		10,176				10,191		5,266,973,517

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4671		10,167				10,182		5,262,334,691

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4671		10,185				10,200		5,202,192,017

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4671		10,185				10,200		5,202,111,169

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4671		10,194				10,209		5,206,732,524

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4671		10,185				10,200		5,202,154,740

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4671		10,181				10,196		5,200,105,209

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4671		10,203				10,218		5,211,733,984

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4671		10,203				10,218		5,221,753,477

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4671		10,173				10,188		5,206,021,365

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4671		10,190				10,205		5,215,312,389

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4671		10,173				10,188		5,206,672,740

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4671		10,190				10,205		5,215,258,394

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4671		10,191				10,206		5,215,683,977

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4671		10,200				10,215		5,220,216,584

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4671		10,200				10,215		5,220,189,541

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4671		10,182				10,197		5,192,243,551

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4671		10,200				10,215		5,203,291,867

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4671		10,218				10,233		5,212,778,417

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4671		10,236				10,251		5,221,841,837

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4671		10,236				10,251		5,221,834,789

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4671		10,236				10,251		5,221,808,736

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4671		10,237				10,252		5,219,233,426

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4671		10,228				10,243		5,214,664,492

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4671		10,241				10,256		5,199,056,431

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4671		10,255				10,270		5,185,933,104

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4671		10,263				10,278		5,160,276,129

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4671		10,255				10,270		5,146,093,432

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4671		10,264				10,279		5,138,669,974

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4671		10,273				10,288		5,143,461,073

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4671		10,273				10,288		5,145,430,313

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4671		10,247				10,262		5,123,573,677

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4671		10,292				10,307		5,044,400,067

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4671		10,284				10,299		5,040,007,818

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4671		10,292				10,307		5,044,347,807

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4671		10,283				10,298		5,039,963,139

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4671		10,283				10,298		5,039,937,023

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4671		10,278		15		10,308		5,057,147,682

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4671		10,269				10,299		5,054,204,631

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4671		10,278				10,308		5,074,477,684

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4671		10,287				10,317		5,078,843,028

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4671		10,296				10,326		5,083,002,048

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4671		10,305				10,335		5,139,936,078

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4671		10,305				10,335		5,123,951,302

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4671		10,310				10,340		5,136,360,136

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4671		10,337				10,367		5,149,626,983

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4671		10,336				10,366		5,206,046,927

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4671		10,328				10,358		5,215,396,624

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4671		10,332				10,362		5,257,832,549

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4671		10,323				10,353		5,155,021,683

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4671		10,314				10,344		5,150,552,682

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4671		10,315				10,345		5,151,065,565

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4671		10,351				10,381		5,173,898,608

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4671		10,359				10,389		5,177,306,685

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4671		10,333				10,363		5,163,945,736

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4671		10,324				10,354		5,149,295,987

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4671		10,334				10,364		5,155,144,750

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4671		10,342				10,372		5,159,555,895

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4671		10,360				10,390		5,168,502,123

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4671		10,356				10,386		5,166,503,464

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4671		10,361				10,391		5,168,941,561

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4671		10,352				10,382		5,178,212,633

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4671		10,352				10,382		5,181,374,989

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4671		10,361				10,391		5,185,799,317

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4671		10,352				10,382		5,195,321,276

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4671		10,307				10,337		5,172,978,607

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4671		10,308				10,338		5,173,399,081

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4671		10,308				10,338		5,173,372,276

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4671		10,299				10,329		5,177,976,415

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4671		10,290				10,320		5,144,328,896

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4671		10,308				10,338		5,153,569,597

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4671		10,344				10,374		5,161,615,969

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4671		10,335				10,365		5,159,844,100

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4671		10,336				10,366		5,176,965,355

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4671		10,318				10,348		5,178,031,917

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4671		10,327				10,357		5,182,467,456

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4671		10,327				10,357		5,175,695,569

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4671		10,327				10,357		5,178,670,745

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4671		10,319				10,349		5,174,626,626

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4671		10,310				10,340		5,139,161,521

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4671		10,301				10,331		5,134,703,586

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4671		10,292				10,322		5,150,244,649

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4671		10,292				10,322		5,150,217,901

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4671		10,302				10,332		5,163,038,779

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4671		10,311				10,341		5,187,473,336

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4671		10,328				10,358		5,206,393,482

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4671		10,328				10,358		5,213,334,278

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4671		10,337				10,367		5,222,284,583

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4671		10,342				10,372		5,254,724,764

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4671		10,356				10,386		5,264,732,707

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4671		10,373				10,403		5,257,143,732

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4671		10,356				10,386		5,280,077,619

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4671		10,347				10,377		5,270,667,363

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4671		10,329				10,359		5,183,916,145

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4671		10,338				10,368		5,188,351,193

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4671		10,329				10,359		5,186,846,254

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4671		10,338				10,368		5,224,235,300

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4671		10,347				10,377		5,228,702,053

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4671		10,339				10,369		5,196,012,366

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4671		10,330				10,360		5,191,519,288

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4671		10,330				10,360		5,211,492,302

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4671		10,348				10,378		5,219,393,348

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4671		10,365				10,395		5,238,334,834

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4671		10,366				10,396		5,415,985,871

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4671		10,375				10,405		5,434,587,469

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4671		10,366				10,396		5,431,891,871

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4671		10,367				10,397		5,471,039,566

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4671		10,376				10,406		5,485,702,712

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4671		10,367				10,397		5,590,917,385

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4671		10,358				10,388		5,589,106,807

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4671		10,358				10,388		5,592,078,870

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4671		10,376				10,406		5,606,165,870

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4671		10,376				10,406		5,653,782,285

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4671		10,385				10,415		5,658,532,598

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4671		10,386				10,416		5,709,137,529

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4671		10,395				10,425		5,838,141,339

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4671		10,412				10,442		5,888,113,431

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4671		10,412				10,442		5,930,114,553

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4671		10,422				10,452		5,909,030,006

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4671		10,413				10,443		5,853,032,880

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4671		10,404				10,434		5,848,107,737

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4671		10,413				10,443		5,832,876,561

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4671		10,413				10,443		5,833,045,261

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4671		10,417				10,447		5,995,616,943

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4671		10,409				10,439		5,990,136,148

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4671		10,418				10,448		5,995,888,049

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4671		10,427				10,458		6,011,071,631

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4671		10,290				10,320		5,928,934,786

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4671		10,241				10,271		5,904,825,278

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4671		10,285				10,315		5,931,846,002

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4671		10,250				10,280		5,906,918,542

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4671		10,237				10,267		5,898,121,209

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4671		10,198				10,228		5,874,891,071

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4671		10,321				10,351		5,952,325,820

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4671		10,207				10,237		5,815,903,741

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4671		10,181				10,211		5,799,237,521

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4671		10,172				10,202		5,800,266,692

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4671		10,185				10,215		5,802,324,093

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4671		10,186				10,216		5,802,896,293

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4671		10,168				10,198		5,792,742,199

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4671		10,177				10,207		5,797,775,713

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4671		10,194				10,224		5,807,872,756

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4671		10,212				10,242		5,819,354,455

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4671		10,194				10,224		5,814,196,996

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4671		10,195				10,225		5,815,674,868

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4671		10,186				10,216		5,810,576,997

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4671		10,186				10,216		5,810,546,883

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4671		10,187				10,217		5,811,019,736

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4671		10,213				10,243		5,825,637,588

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4671		10,196				10,226		5,816,398,474

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4671		10,196				10,226		5,817,318,306

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4671		10,200				10,230		5,820,491,320

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4671		10,213				10,243		5,769,198,023

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4671		10,204				10,234		5,765,183,807

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4671		10,204				10,234		5,765,155,915

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4671		10,179				10,209		5,740,577,971

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4671		10,187				10,217		5,755,682,453

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4671		10,179				10,209		5,751,130,869

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4671		10,179				10,209		5,751,101,066

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4671		10,192				10,222		5,758,322,162

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4671		10,201				10,231		5,749,911,030

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4671		10,202				10,232		5,750,436,859

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4671		10,178		15		10,223		5,730,905,569

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4671		10,187				10,232		5,737,545,447

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4671		10,187				10,232		5,737,517,715

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4671		10,188				10,233		5,738,043,189

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4671		10,187				10,232		5,492,211,516

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4671		10,179				10,224		5,487,846,469

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4671		10,170				10,215		5,473,180,665

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4671		10,166				10,211		5,471,030,569

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4671		10,128				10,173		5,450,320,210

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4671		10,112				10,157		5,441,721,290

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4671		10,120				10,165		5,445,965,433

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4671		10,145				10,190		5,460,729,575

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4671		10,121				10,166		5,447,438,350

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4671		10,113				10,158		5,443,113,067

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4671		10,121				10,166		5,381,821,802

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4671		10,121				10,166		5,382,328,008

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4671		10,054				10,098		5,346,659,637

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4671		10,080				10,124		5,158,428,616

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4671		10,064				10,108		5,150,250,755

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4671		10,073				10,117		5,154,765,098

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4671		10,102				10,146		5,168,897,322

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4671		10,086				10,130		5,160,297,040

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4671		10,090				10,134		5,162,738,460

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4671		10,086				10,130		5,162,695,416

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4671		10,094				10,138		5,166,704,711

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4671		10,078				10,122		5,158,605,859

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4671		10,078				10,122		5,158,579,132

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4671		10,064				10,108		4,652,426,295

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4671		10,081				10,125		4,661,152,058

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4671		10,114				10,159		4,676,620,790

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4671		10,156				10,201		4,696,190,500

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4671		10,165				10,210		4,697,619,437

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4671		10,174				10,219		4,701,646,093

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4671		10,153				10,198		4,692,060,215

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4671		10,136				10,181		4,684,393,478

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4671		10,136				10,181		4,684,369,204

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4671		10,123				10,168		4,678,424,663

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4671		10,115				10,160		4,674,708,702

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4671		10,116				10,161		4,675,139,885

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4671		10,116				10,161		4,659,489,741

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4671		10,116				10,161		4,666,911,368

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4671		10,125				10,170		4,660,991,769

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4671		10,134				10,179		4,665,001,840

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4671		10,151				10,196		4,672,691,110

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4671		10,167				10,212		4,680,378,354

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4671		10,172				10,217		4,583,311,068

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4671		10,172				10,217		4,566,301,382

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4671		10,206				10,251		4,582,706,611

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4671		10,190				10,235		4,575,161,646

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4671		10,206				10,251		4,582,661,150

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4671		10,206				10,251		4,582,637,404

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4671		10,224				10,269		4,590,506,076

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4671		10,224				10,269		4,590,497,243

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4671		10,207				10,252		4,571,512,369

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4671		10,241				10,286		4,586,935,979

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4671		10,241				10,286		4,576,826,531

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4671		10,246				10,291		4,578,443,642

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4671		10,285				10,330		4,596,030,613

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4671		10,268				10,313		4,588,081,983

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4671		10,276				10,321		4,590,461,513

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4671		10,251				10,296		4,578,994,986

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4671		10,285				10,330		4,594,328,605

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4671		10,286				10,331		4,594,746,896

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4671		10,277				10,322		4,587,676,340

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4671		10,268				10,313		4,583,593,853

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4671		10,295				10,340		4,595,444,268

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4671		10,303				10,348		4,597,271,878

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4671		10,321				10,366		4,605,161,522

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4671		10,308				10,353		4,599,423,093

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4671		10,348				10,394		4,592,820,900

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4671		10,310				10,355		4,562,826,409

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4671		10,364				10,410		4,581,645,474

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4671		10,355				10,401		4,577,830,477

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4671		10,346				10,392		4,571,956,726

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4671		10,392				10,438		4,591,957,870

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4671		10,475				10,521		4,628,790,125

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4671		10,430				10,476		4,609,000,757

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4671		10,411				10,457		4,462,680,074

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4671		10,379				10,425		4,448,719,557

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4671		10,407				10,453		4,401,143,120

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4671		10,434				10,480		4,412,787,050

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4671		10,439				10,485		4,406,739,431

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4671		10,449				10,495		4,283,065,660

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4671		10,449				10,495		4,278,675,374

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4671		10,439				10,485		4,254,419,456

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4671		10,449				10,495		4,270,367,837

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4671		10,458				10,504		4,274,371,480

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4671		10,467				10,513		4,277,972,513

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4671		10,477				10,523		4,271,568,021

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4671		10,495				10,541		4,146,831,943

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4671		10,496				10,542		4,125,186,774

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4671		10,496				10,542		4,103,749,795

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4671		10,491				10,537		4,059,352,791

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4671		10,510				10,556		4,049,871,924

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4671		10,576				10,623		4,075,282,207

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4671		10,562				10,609		4,071,782,022

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4671		10,567				10,614		4,063,269,020

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4671		10,567				10,614		4,063,247,955

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4671		10,538				10,584		4,043,848,984

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4671		10,580				10,627		4,056,200,071

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4671		10,548				10,594		4,043,444,551

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4671		10,530				10,576		4,036,252,010

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4671		10,538				10,584		4,039,629,097

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4671		10,572				10,619		4,045,916,087

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4671		10,572				10,619		4,045,854,178

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4671		10,582				10,629		4,049,602,588

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4671		10,590				10,637		4,055,334,240

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4671		10,600				10,647		4,059,095,620

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4671		10,600				10,647		4,045,009,956

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4671		10,586				10,633		4,039,685,339

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4671		10,558				10,605		3,967,776,728

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4671		10,558				10,605		3,967,757,160

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4671		10,558				10,605		3,966,474,431

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4671		10,539				10,585		3,957,359,315

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4671		10,511				10,557		3,943,856,090

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4671		10,503				10,549		3,940,510,170

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4671		10,521				10,567		3,947,510,225

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4671		10,549				10,595		3,957,813,387

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4671		10,605				10,652		3,988,933,169

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4671		10,595		10		10,652		3,985,479,734

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4671		10,577				10,634		3,973,569,033

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4671		10,605				10,662		3,984,267,180

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4671		10,605				10,662		3,973,656,041

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4671		10,595				10,652		3,969,949,273

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4671		10,596				10,653		3,970,257,343

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4671		10,620				10,677		3,979,083,778

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4671		10,606				10,663		3,967,532,637

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4671		10,676				10,733		3,994,000,028

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4671		10,706				10,763		3,985,140,330

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4671		10,659				10,716		3,967,646,005

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4671		10,659				10,716		3,833,111,118

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4671		10,726				10,783		3,846,696,192

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4671		10,716				10,773		3,843,150,118

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4671		10,687				10,744		3,826,592,417

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4671		10,668				10,725		3,811,634,588

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4671		10,668				10,725		3,811,614,888

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4671		10,658				10,715		3,808,080,477

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4671		10,639				10,696		3,802,178,549

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4671		10,678				10,735		3,798,997,484

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4671		10,669				10,726		3,795,928,524

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4671		10,688				10,745		3,782,892,558

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4671		10,697				10,754		3,786,356,785

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4671		10,678				10,735		3,779,771,485

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4671		10,640				10,697		3,765,683,644

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4671		10,650				10,707		3,769,146,535

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4671		10,613				10,670		3,755,897,861

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4671		10,641				10,698		3,765,974,402

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4671		10,626				10,683		3,768,727,516

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4671		10,627				10,684		3,769,017,931

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4671		10,646				10,703		3,766,776,662

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4671		10,659				10,716		3,771,629,783

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4671		10,632				10,689		3,761,964,560

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4671		10,659				10,716		3,770,440,274

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4671		10,679				10,736		3,777,533,382

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4671		10,689				10,746		3,779,927,556

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4671		10,679				10,736		3,775,360,215

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4671		10,669				10,726		3,773,852,867

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4671		10,660				10,717		3,770,665,323

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4671		10,680				10,737		3,777,703,120

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4671		10,680				10,737		3,777,683,596

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4671		10,708				10,765		3,787,753,987

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4671		10,698				10,755		3,784,255,467

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4671		10,671				10,728		3,774,455,752

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4671		10,680				10,737		3,776,175,968

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4671		10,708				10,765		3,784,105,275

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4671		10,728				10,785		3,790,046,107

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4671		10,737				10,794		3,789,197,010

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4671		10,737				10,794		3,783,924,177

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4671		10,757				10,815		3,780,513,280

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4671		10,795				10,853		3,793,975,513

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4671		10,776				10,834		3,787,043,191

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4671		10,814				10,872		3,782,485,681

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4671		10,795				10,853		3,775,891,158

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4671		10,825				10,883		3,786,191,344

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4671		10,868				10,926		3,794,418,484

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4671		10,868				10,926		3,779,621,786

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4671		10,868				10,926		3,765,119,977

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4671		10,908				10,966		3,779,031,559

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4671		10,888				10,946		3,759,905,494

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4671		10,888				10,946		3,749,364,216

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4671		10,868				10,926		3,742,572,145

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4671		10,898				10,956		3,752,711,826

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4671		10,908				10,966		3,751,790,384

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4671		10,907				10,965		3,751,771,982

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4671		10,937				10,996		3,761,899,954

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4671		11,012				11,071		3,775,444,542

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4671		10,976				11,035		3,762,234,714

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4671		10,937				10,996		3,748,699,628

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4671		10,937				10,996		3,747,633,794

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4671		10,897				10,955		3,728,805,738

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4671		10,883				10,941		3,723,740,369

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4671		10,932				10,991		3,740,544,721

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4671		10,903				10,961		3,720,195,149

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4671		10,898				10,956		3,718,498,329

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4671		10,952				11,011		3,737,927,190

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4671		10,972				11,031		3,744,619,875

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4671		10,986				11,045		3,746,262,630

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4671		10,957				11,016		3,736,145,692

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4671		10,967				11,026		3,739,815,692

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4671		10,917				10,975		3,712,126,813

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4671		10,937				10,996		3,710,577,953

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4671		10,887				10,945		3,693,879,080

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4671		10,898				10,956		3,696,405,176

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4671		10,918				10,976		3,694,579,445

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4671		10,937				10,996		3,701,214,823

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4671		10,931				10,990		3,683,971,268

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4671		10,932				10,991		3,682,209,260

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4671		10,952				11,011		3,688,824,472

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4671		10,961				11,020		3,692,426,386

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4671		10,971				11,030		3,695,818,625

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4671		10,971				11,030		3,695,814,439

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4671		10,961				11,020		3,586,563,229

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4671		10,971				11,030		3,589,755,737

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4671		10,990				11,049		3,596,170,954

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4671		10,951				11,010		3,583,284,804

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4671		11,030				11,089		3,609,071,012

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4671		11,090				11,149		3,625,758,095

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4671		11,055				11,114		3,614,168,853

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4671		11,105				11,164		3,629,988,958

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4671		11,116				11,175		3,633,502,888

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4671		11,187				11,247		3,651,495,751

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4671		11,233				11,293		3,651,358,234

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4671		11,191				11,251		3,640,894,399

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4671		11,243				11,303		3,662,825,788

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4671		11,212				11,272		3,651,997,638

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4671		11,186				11,246		3,632,672,759

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4671		11,197				11,257		3,636,165,584

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4671		11,217				11,277		3,642,871,709

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4671		11,207				11,267		3,639,341,264

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4671		11,186				11,246		3,632,618,466

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4671		11,268				11,328		3,655,495,893

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4671		11,248				11,308		3,648,955,372

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4671		11,248				11,308		3,648,946,456

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4671		11,290				11,350		3,649,017,883

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4671		11,284				11,344		3,636,202,435
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4671

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9360		超長期国債18-20マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,241				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		15		30		10,278				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						55

		第3期		2018/09/10		15		45		10,178

		第4期		2019/03/11		10		55		10,595

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,241				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						55

		第2期		2018/03/12		15		30		10,278				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						55

		第3期		2018/09/10		15		45		10,178

		第4期		2019/03/11		10		55		10,595
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4671		1		20170911		70		21.7		108.72		125.75		5.75		0		0		10256.27		15		10241

		20170911140		4671		1		20170911		140		20.76		104.01		125.75		5.75		0		0		256.27		15		10241

		20170911160		4671		1		20170911		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10241

		20170911210		4671		1		20170911		210		0		0		125.75		5.75		5.76		104.01		10241.27		15		10241

		20180312070		4671		2		20180312		70		33.33		40.59		111.57		35.3		4.29		77.43		10293.05		15		10278

		20180312140		4671		2		20180312		140		29.06		35.4		111.57		35.3		4.29		77.43		293.05		15		10278

		20180312160		4671		2		20180312		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10278

		20180312210		4671		2		20180312		210		0		0		111.57		35.3		18.36		112.82		10278.05		15		10278

		20180910070		4671		3		20180910		70		28.22		-123.12		129.21		67.87		13.96		85.84		10192.84		15		10178

		20180910140		4671		3		20180910		140		19.08		0		6.09		67.87		13.96		85.84		192.84		15		10178

		20180910160		4671		3		20180910		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10178

		20180910210		4671		3		20180910		210		0		0		129.21		67.87		18.04		85.84		10177.84		15		10178

		20190311070		4671		4		20190311		70		32.12		403.87		130.73		69.25		17.81		84.76		10605.4		10		10595

		20190311140		4671		4		20190311		140		31.27		271.58		130.73		69.25		17.81		84.76		605.4		10		10595

		20190311160		4671		4		20190311		160		-10		0		0		0		0		0		-10		10		10595

		20190311210		4671		4		20190311		210		0		0		130.73		69.25		39.08		356.34		10595.4		10		10595





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
15円		第2期
18.3.12
15円		第3期
18.9.10
15円		第4期
19.3.11
10円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		22		21		109		104		0		0		0		132		126		6		256		15		10,241						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		33		29		41		35		82		4		77		147		112		35		293		15		10,278				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		21		29		19		31		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		28		19		△ 123		0		100		14		86		74		6		68		193		15		10,178				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		241		278		178		595		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		15		15		15		10		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		32		31		404		272		103		18		85		200		131		69		605		10		10,595

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-10				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0





 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 






コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt
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		22				6カ月間														+7.0 %
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		25				5年間														0.0 %

		26				年初来 ネンショライ														+8.7 %

		27				設定来 セッテイライ														+13.4 %

		28

		29				※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率0.1836%（税込）です。

		30				※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ブンパイキンサイトウシ

		31

		32

		33

		34				≪分配の推移≫																																										≪主要な資産の状況≫																																																																																※比率は、純資産総額に対するものです。

		35																																										（1万口当たり、税引前）

		36				決算期（年/月）																												分配金														資産別構成 シサンベツコウセイ																																										債券 ポートフォリオ特性値 サイケントクセイチ

		37																																														資産																								銘柄数								比率										直接利回り（％）																																0.6

		38				第1期																(17/09)												15円														国内債券																								2								9903.2%										最終利回り（％）																																0.0

		39				第2期																(18/03)												15円														国内債券先物																								---								---										修正デュレーション																																17.7

		40				第3期																(18/09)												15円														コール・ローン、その他																																96.8%										残存年数																																18.7

		41				第4期																(19/03)												10円														合計																								2								10000.0%										※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

		42				0																0												0円

		43				0																0												0円

		44				0																0												0円														債券 種別構成 サイケンタネベツコウセイ																												合計9903.2%														債券 格付別構成 サイケンカクヅケベツコウセイ																												合計10000.0%

		45				0																0												0円														種別 シュベツ																																比率 ヒリツ										格付別 カクヅケベツ																																比率 ヒリツ

		46				0																0												0円														国債																																9903.2%										AAA																																10000.0%

		47				0																0												0円														0																																0.0%										AA																																---

		48				0																0												0円														0																																0.0%										A																																---

		49				0																0												0円														0																																0.0%										BBB																																---

		50				0																0												0円														0																																0.0%										BB以下																																---

		51				分配金合計額																				設定来： 55円

		52																								直近12期：

		53				※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61				※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。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、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社
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		69
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		73
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		1

		2

		3				組入上位10銘柄																																																																																																												合計9903.2%

		4				銘柄名																																																																				利率（％） リリツ																				償還日 ショウカンビ																				比率

		5				１６３  ２０年国債																																																																				0.6																				2037/12/20																				4953.0%

		6				１６６  ２０年国債																																																																				0.7																				2038/09/20																				4950.2%

		7				---																																																																				---																				---																				---

		8				---																																																																				---																				---																				---

		9				---																																																																				---																				---																				---

		10				---																																																																				---																				---																				---

		11				---																																																																				---																				---																				---

		12				---																																																																				---																				---																				---

		13				---																																																																				---																				---																				---

		14				---																																																																				---																				---																				---

		15				※比率は、純資産総額に対するものです。

		16

		17

		18				≪ファンドマネージャーのコメント≫																																																																																																																										※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
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		74																																																																																																																														※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
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		設定時		設定時		設定時

		17/3/1		17/3/1		17/3/1

		17/3/2		17/3/2		17/3/2

		17/3/3		17/3/3		17/3/3

		17/3/6		17/3/6		17/3/6

		17/3/7		17/3/7		17/3/7

		17/3/8		17/3/8		17/3/8

		17/3/9		17/3/9		17/3/9

		17/3/10		17/3/10		17/3/10

		17/3/13		17/3/13		17/3/13

		17/3/14		17/3/14		17/3/14

		17/3/15		17/3/15		17/3/15

		17/3/16		17/3/16		17/3/16

		17/3/17		17/3/17		17/3/17

		17/3/21		17/3/21		17/3/21

		17/3/22		17/3/22		17/3/22

		17/3/23		17/3/23		17/3/23

		17/3/24		17/3/24		17/3/24

		17/3/27		17/3/27		17/3/27

		17/3/28		17/3/28		17/3/28

		17/3/29		17/3/29		17/3/29

		17/3/30		17/3/30		17/3/30

		17/3/31		17/3/31		17/3/31

		17/4/3		17/4/3		17/4/3

		17/4/4		17/4/4		17/4/4

		17/4/5		17/4/5		17/4/5

		17/4/6		17/4/6		17/4/6

		17/4/7		17/4/7		17/4/7

		17/4/10		17/4/10		17/4/10

		17/4/11		17/4/11		17/4/11

		17/4/12		17/4/12		17/4/12

		17/4/13		17/4/13		17/4/13

		17/4/14		17/4/14		17/4/14

		17/4/17		17/4/17		17/4/17

		17/4/18		17/4/18		17/4/18

		17/4/19		17/4/19		17/4/19

		17/4/20		17/4/20		17/4/20

		17/4/21		17/4/21		17/4/21

		17/4/24		17/4/24		17/4/24

		17/4/25		17/4/25		17/4/25

		17/4/26		17/4/26		17/4/26

		17/4/27		17/4/27		17/4/27

		17/4/28		17/4/28		17/4/28

		17/5/1		17/5/1		17/5/1

		17/5/2		17/5/2		17/5/2

		17/5/8		17/5/8		17/5/8

		17/5/9		17/5/9		17/5/9

		17/5/10		17/5/10		17/5/10

		17/5/11		17/5/11		17/5/11

		17/5/12		17/5/12		17/5/12

		17/5/15		17/5/15		17/5/15

		17/5/16		17/5/16		17/5/16

		17/5/17		17/5/17		17/5/17

		17/5/18		17/5/18		17/5/18

		17/5/19		17/5/19		17/5/19

		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30

		17/5/31		17/5/31		17/5/31

		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

10005

10005

20009990

9979

9979

36340933

10010

10010

46493931

10019

10019

346635328

10000

10000

413359591

9975

9975

416283695

9970

9970

445117418

9958

9958

478396128

9963

9963

502596439

9970

9970

560495479

9978

9978

613967465

10017

10017

678549548

9998

9998

677265877

10008

10008

814060369

10024

10024

818915422

10015

10015

789397608

10017

10017

875534132

10025

10025

881312591

10042

10042

949865286

10055

10055

951082841

10038

10038

959479297

10030

10030
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4071782022

10613.5407208

10567

4063269020

10613.5407208

10567

4063247955

10584.41299477

10538

4043848984

10626.59797728

10580

4056200071

10594.45703821

10548

4043444551

10576.37775998

10530

4036252010

10584.41299474

10538

4039629097

10618.56274249

10572

4045916087

10618.56274249

10572

4045854178

10628.60678594

10582

4049602588

10636.6420207

10590

4055334240

10646.68606415

10600

4059095620

10646.68606415

10600

4045009956

10632.62440331

10586

4039685339

10604.50108163

10558

3967776728

10604.50108163

10558

3967757160

10604.50108163

10558

3966474431

10585.41739906

10539

3957359315

10557.29407738

10511

3943856090

10549.25884261

10503

3940510170

10567.33812083

10521

3947510225

10595.4614425

10549

3957813387

10651.70808585

10605

3988933169

10651.70808585

10595

3985479734

10633.61174365

10577

3973569033

10661.76160928

10605

3984267180

10661.76160928

10605

3973656041

10651.70808583

10595

3969949273

10652.71343817

10596

3970257343

10676.84189442

10620

3979083778

10662.7669616

10606

3967532637

10733.14162568

10676

3994000028

10763.302196

10706

3985140330

10716.05063582

10659

3967646005

10716.05063582

10659

3833111118

10783.40924287

10726

3846696192

10773.35571942

10716

3843150118

10744.20050144

10687

3826592417

10725.0988069

10668

3811634588

10725.0988069

10668

3811614888

10715.04528345

10658

3808080477

10695.94358891

10639

3802178549

10735.15233033

10678

3798997484

10726.10415923

10669

3795928524

10745.20585376

10688

3782892558

10754.25402485

10697

3786356785

10735.15233031

10678

3779771485

10696.94894123

10640

3765683644

10707.00246467

10650

3769146535

10669.80442793

10613

3755897861

10697.95429356

10641

3765974402

10682.87400839

10626

3768727516

10683.87936073

10627

3769017931

10702.98105526

10646

3766776662

10716.05063573

10659

3771629783

10688.90612243

10632

3761964560

10716.05063572

10659

3770440274

10736.1576826

10679

3777533382

10746.21120604

10689

3779927556

10736.15768259

10679

3775360215

10726.10415914

10669

3773852867

10717.05598804

10660

3770665323

10737.16303492

10680

3777703120

10737.16303492

10680

3777683596

10765.31290055

10708

3787753987

10755.2593771

10698

3784255467

10728.1148638

10671

3774455752

10737.16303489

10680

3776175968

10765.31290052

10708

3784105275

10785.4199474

10728

3790046107

10794.46811849

10737

3789197010

10794.46811849

10737

3783924177

10814.57516537

10757

3780513280

10852.77855444

10795

3793975513

10833.6768599

10776

3787043191

10871.88024897

10814

3782485681

10852.77855443

10795

3775891158

10882.93912475

10825

3786191344

10926.16927554

10868

3794418484

10926.16927554

10868

3779621786

10926.16927554

10868

3765119977

10966.3833693

10908

3779031559

10946.27632241

10888

3759905494

10946.27632241

10888

3749364216

10926.16927552

10868

3742572145

10956.32984584

10898

3752711826

10966.38336928

10908

3751790384

10965.37801693

10907

3751771982

10995.53858725

10937

3761899954

11070.94001305

11012

3775444542

11034.74732866

10976

3762234714

10995.53858724

10937

3748699628

10995.53858724

10937

3747633794

10955.32449347

10897

3728805738

10941.24956065

10883

3723740369

10990.51182551

10932

3740544721

10961.35660753

10903

3720195149

10956.3298458

10898

3718498329

11010.61887238

10952

3737927190

11030.72591926

10972

3744619875

11044.80085207

10986

3746262630

11015.64563409

10957

3736145692

11025.69915753

10967

3739815692

10975.43154032

10917

3712126813

10995.5385872

10937

3710577953

10945.27096999

10887

3693879080

10956.32984577

10898

3696405176

10976.43689265

10918

3694579445

10995.53858718

10937

3701214823

10989.50647311

10931

3683971268

10990.51182545

10932

3682209260

11010.61887233

10952

3688824472

11019.66704342

10961

3692426386

11029.72056686

10971

3695818625

11029.72056686

10971

3695814439

11019.66704341

10961

3586563229

11029.72056685

10971

3589755737

11048.82226138

10990

3596170954

11009.61351996

10951

3583284804

11089.03635514

11030

3609071012

11149.35749578

11090

3625758095

11114.17016373

11055

3614168853

11164.43778093

11105

3629988958

11175.49665671

11116

3633502888

11246.87667313

11187

3651495751

11293.12288095

11233

3651358234

11250.89808249

11191

3640894399

11303.17640438

11243

3662825788

11272.01048171

11212

3651997638

11245.87132076

11186

3632672759

11256.93019654

11197

3636165584

11277.03724342

11217

3642871709

11266.98371997

11207

3639341264

11245.87132074

11186

3632618466

11328.31021295

11268

3655495893

11308.20316606

11248

3648955372

11308.20316606

11248

3648946456

11350.42796451

11290

3649017883

11344.39585044

11284

3636202435



Bシート

		2019/08/30				資産別構成 シサンベツコウセイ								公社債種別構成 ベツコウセイ						格付別構成 カクヅベツコウセイ						ポートフォリオ特性値 トクセイアタイ						MF別構成 ベツコウセイ						組入上位銘柄 クミイジョウイメイガラ												残存期間別構成（ポート比） ザンゾンキカンベツコウセイ						平均残存期間 ヘイキンザンゾンキカン								ファンド

						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		2		9,903.2%				国債		9,903.2%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6				超長期国債18-20MF		10,020.1%				１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		4,953.0%				1年未満		---				年 ネン		18.5148624266						-1		20190731		2.7%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				---		---				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				---		---				１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		4,950.2%				1年以上2年未満		---				日 ヒ		6757.9247857019						-3		20190531		4.3%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		2		99.0322761829				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				96.8%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7				---		---				---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		7.0%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		---		1年未満		---

						合計 ゴウケイ		2		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7				---		---				---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		11.0%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0				---		---				---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9360						---		---				---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		8.7%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		---		4年以上5年未満		---

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来 セッテイライ				13.4%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		---		5年以上6年未満		---

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6				---		---				---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		---		6年以上7年未満		---

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				---		---				---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		---		7年以上8年未満		---

														合計 ゴウケイ		9,903.2%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7				合計 ゴウケイ		10,020.1%				合計 ゴウケイ								9,903.2%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		4,953.0%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				---												１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		4,950.2%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		99.0322761829				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		2		9,903.2%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				18年以上19年未満		5001.4%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.0%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				19年以上		4998.6%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		2		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		50.0139087489		18年以上19年未満		5001.4%

																				B+		---																---		---		---		---		---				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				49.9860913067		19年以上		4998.6%

																				B		---				---												---		---		---		---		---				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		---												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		---												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,903.2%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		---		1年未満		---

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

																				9360																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		---		4年以上5年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		---		5年以上6年未満		---

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---																														FR1		外国リート		0												6		～		7		---		6年以上7年未満		---

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,903.2%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		---		7年以上8年未満		---

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		10,000.0%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		4,953.0%																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		4,950.2%																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		49.5299121959		18年以上19年未満		4,953.0%

																				A-		---																																																																												19		～				49.5023639925		19年以上		4,950.2%

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				---						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		---				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		DB1		国内債券		2		0		0.00		3,601,014,038		99.03		3,601,014,038		99.03		3636202435		3,601,014,038		99.03



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20MF		3,643,495,164		100.20		3636202435



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		0001		国債		0		0.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		99.03		3636202435		3,601,014,038		99.03



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		AAA		0		0.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		99.03		3636202435				9360		超長期国債18-20マザーファンド		AAA		3,718,823,600		100.00		3,718,823,600		3762694524		3,601,014,038		100.00		99.03



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		20181220000006		１６６  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.7		20380920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.91		0.6205838808		0.026		19.07123288		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3,601,014,038		3636202435				49.99

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171220000009		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		1,191,733,024		32.77		1,191,733,024		32.77		3,601,014,038		3636202435				33.09

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180618000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		90,104,027		2.48		90,104,027		2.48		3,601,014,038		3636202435				2.50

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180717000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		75,086,689		2.06		75,086,689		2.06		3,601,014,038		3636202435				2.09

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180626000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		64,360,019		1.77		64,360,019		1.77		3,601,014,038		3636202435				1.79

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180704000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		64,360,019		1.77		64,360,019		1.77		3,601,014,038		3636202435				1.79

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180319000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		48,270,014		1.33		48,270,014		1.33		3,601,014,038		3636202435				1.34

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180629000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		28,962,009		0.80		28,962,009		0.80		3,601,014,038		3636202435				0.80

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180621000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		28,962,009		0.80		28,962,009		0.80		3,601,014,038		3636202435				0.80

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180328000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		27,889,342		0.77		27,889,342		0.77		3,601,014,038		3636202435				0.77

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180326000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		26,816,675		0.74		26,816,675		0.74		3,601,014,038		3636202435				0.74

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180703000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		26,816,675		0.74		26,816,675		0.74		3,601,014,038		3636202435				0.74

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180404000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		25,744,008		0.71		25,744,008		0.71		3,601,014,038		3636202435				0.71

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171225000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180706000010		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180705000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180607000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		19,308,006		0.53		19,308,006		0.53		3,601,014,038		3636202435				0.54

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180528000005		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		18,235,339		0.50		18,235,339		0.50		3,601,014,038		3636202435				0.51



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		20371220		219		6687		0		0.00		1,801,007,873		49.53		1,801,007,873		49.53		3636202435		3312.0652279501

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		20380920		228		6961		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3636202435		3445.8595577518



&L&F&C&P&R&A



組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20371220										1.00		0		0.00		1,801,007,873		49.53		1,801,007,873		49.53		3636202435		1,801,007,873		49.53

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.7		20380920										1.00		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3636202435		1,800,006,165		49.50



&L&F&C&P&R&A



ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		0.581097743		0.0179977738		17.6574297614		18.6957860042		6823.9618901042		3,601,014,040																						20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		0.5810977428		0.0179977746		17.6574297614		18.6957860047		6823.9618901633		3,718,823,600

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,191,733,024		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		645482609		11917330		20742113283		21833202010		7969118731488				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,230,721,360		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		666600000		12307214		21420705271		22547489689		8229833734320

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		48,270,014		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		26144660		482700		840139594		884333106		322781583618				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		49,849,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		27000000		498492		867625326		913264659		333341600400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		26,816,675		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14524811		268167		466744228		491296180		179323105725				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		27,694,000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		27,889,342		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15105804		278893		485413998		510948027		186496029954				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		28,801,760		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15600000		288018		501294633		527664025		192597369120

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		25,744,008		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		13943819		257440		448074459		471644333		172150181496				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		26,586,240		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14400000		265862		462733507		487074485		177782186880

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18,235,339		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		9876872		182353		317386075		334081403		121939711893				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18,831,920		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10200000		188319		327769568		345011093		125929049040

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19,308,006		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10457864		193080		336055844		353733250		129112636122				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19,939,680		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10800000		199397		347050130		365305864		133336640160

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		90,104,027		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		48803366		901040		1568260590		1650755147		602525628549				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		93,051,840		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		50400000		930518		1619567275		1704760697		622237654080

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		28,962,009		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15686796		289620		504083767		530599875		193668954183				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		29,909,520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		64,360,019		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		34859547		643600		1120186131		1179110814		430375447053				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		66,465,600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		28,962,009		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15686796		289620		504083767		530599875		193668954183				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		29,909,520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		26,816,675		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14524811		268167		466744228		491296180		179323105725				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		27,694,000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		64,360,019		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		34859547		643600		1120186131		1179110814		430375447053				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		66,465,600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		75,086,689		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		40669471		750867		1306883822		1375629286		502104689343				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		77,543,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		42000000		775432		1349639396		1420633914		518531378400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1,800,006,165		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1117054811		46800160		32238110415		34328336758		12529842914565				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1,858,894,560		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1153600000		48331259		33292801570		35451411053		12939765032160
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4671

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4671		10,005				10,005		20,009,990																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4671		9,979				9,979		36,340,933																基準価額 キジュンカガク		11284						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4671		10,010				10,010		46,493,931																純資産総額 ジュンシサンソウガク		3636202435

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4671		10,019				10,019		346,635,328																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		36億円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4671		10,000				10,000		413,359,591																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		11344.39585044						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4671		9,975				9,975		416,283,695																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4671		9,970				9,970		445,117,418																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4671		9,958				9,958		478,396,128																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4671		9,963				9,963		502,596,439																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4671		9,970				9,970		560,495,479																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4671		9,978				9,978		613,967,465

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4671		10,017				10,017		678,549,548

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4671		9,998				9,998		677,265,877																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4671		10,008				10,008		814,060,369																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4671		10,024				10,024		818,915,422																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4671		10,015				10,015		789,397,608																-1		20190731		2.7%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.9%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4671		10,017				10,017		875,534,132																-3		20190531		4.3%				-1		20190730		2.9%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4671		10,025				10,025		881,312,591																-6		20190228		7.0%				-3		20190530		4.7%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4671		10,042				10,042		949,865,286																-12		20180831		11.0%				-6		20190228		7.0%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4671		10,055				10,055		951,082,841																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		11.1%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4671		10,038				10,038		959,479,297																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4671		10,030				10,030		962,113,052																年初来 ネンショライ		20181231		8.7%				年初来 ネンショライ		20181231		8.7%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4671		10,026				10,026		961,716,651																設定来 セッテイク				13.4%				設定来 セッテイク				13.4%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4671		10,022				10,022		1,173,156,555

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4671		10,013				10,013		1,172,103,022																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4671		10,048				10,048		1,313,561,831																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4671		10,065				10,065		1,375,893,706																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4671		10,057				10,057		1,374,785,537																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4671		10,074				10,074		1,367,028,850																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4671		10,108				10,108		1,371,741,676																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4671		10,117				10,117		1,380,078,124																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4671		10,149				10,149		1,341,763,876																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4671		10,179				10,179		1,358,664,438																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4671		10,144				10,144		1,354,015,892																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4671		10,170				10,170		1,005,013,736																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4671		10,183				10,183		1,006,286,032

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4671		10,183				10,183		1,007,280,821																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4671		10,161				10,161		964,447,551																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4671		10,170				10,170		965,291,950																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4671		10,153				10,153		963,697,461																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4671		10,153				10,153		966,677,382																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4671		10,172				10,172		1,369,323,099																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4671		10,164				10,164		1,368,231,950																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4671		10,155				10,155		1,370,999,778																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4671		10,130				10,130		1,367,604,163																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4671		10,113				10,113		1,365,313,737																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4671		10,104				10,104		1,375,087,760																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4671		10,079				10,079		1,375,546,074

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4671		10,087				10,087		1,376,760,228

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4671		10,112				10,112		1,480,407,644

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4671		10,095				10,095		1,481,926,639

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4671		10,104				10,104		1,483,231,162

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4671		10,133				10,133		1,688,026,928

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4671		10,158				10,158		1,892,541,260

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4671		10,141				10,141		1,889,368,147

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4671		10,150				10,150		1,892,017,307

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4671		10,137				10,137		1,890,199,061

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4671		10,128				10,128		1,891,385,096

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4671		10,158				10,158		1,901,144,564

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4671		10,145				10,145		1,898,701,339

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4671		10,154				10,154		1,926,524,054

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4671		10,145				10,145		1,933,216,438

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4671		10,128				10,128		1,955,959,045

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4671		10,137				10,137		1,957,673,884

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4671		10,155				10,155		1,961,094,404

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4671		10,164				10,164		1,952,800,357

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4671		10,172				10,172		1,996,267,170

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4671		10,111				10,111		1,984,376,661

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4671		10,155				10,155		1,992,937,397

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4671		10,147				10,147		2,179,867,460

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4671		10,156				10,156		2,189,941,752

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4671		10,165				10,165		2,171,480,783

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4671		10,190				10,190		2,218,981,887

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4671		10,175				10,175		2,535,906,622

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4671		10,175				10,175		2,859,010,501

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4671		10,184				10,184		2,864,489,657

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4671		10,189				10,189		2,865,870,744

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4671		10,198				10,198		2,879,568,562

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4671		10,189				10,189		2,926,970,965

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4671		10,189				10,189		2,930,114,737

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4671		10,198				10,198		2,932,714,347

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4671		10,181				10,181		2,949,830,494

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4671		10,186				10,186		2,985,474,148

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4671		10,134				10,134		3,026,123,846

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4671		10,130				10,130		3,025,000,584

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4671		10,126				10,126		3,090,740,149

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4671		10,118				10,118		3,139,999,123

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4671		10,093				10,093		3,131,976,543

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4671		10,100				10,100		3,145,624,719

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4671		10,088				10,088		3,153,965,652

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4671		10,064				10,064		3,146,190,877

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4671		10,080				10,080		3,154,450,317

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4671		10,126				10,126		3,279,344,104

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4671		10,130				10,130		3,282,612,544

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4671		10,152				10,152		3,346,892,434

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4671		10,143				10,143		3,343,931,605

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4671		10,143				10,143		3,353,953,434

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4671		10,148				10,148		3,356,571,373

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4671		10,148				10,148		3,356,519,209

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4671		10,157				10,157		3,369,658,907

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4671		10,140				10,140		3,390,073,306

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4671		10,155				10,155		4,000,842,036

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4671		10,155				10,155		4,001,815,330

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4671		10,147				10,147		4,019,581,440

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4671		10,147				10,147		4,019,560,614

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4671		10,165				10,165		4,007,212,922

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4671		10,173				10,173		4,030,320,890

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4671		10,174				10,174		4,032,637,929

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4671		10,165				10,165		4,030,649,747

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4671		10,166				10,166		4,034,011,500

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4671		10,191				10,191		4,055,220,644

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4671		10,191				10,191		4,069,199,632

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4671		10,200				10,200		4,001,627,598

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4671		10,201				10,201		4,113,983,074

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4671		10,192				10,192		4,110,362,124

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4671		10,192				10,192		4,120,340,786

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4671		10,201				10,201		4,123,928,774

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4671		10,219				10,219		4,132,079,334

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4671		10,227				10,227		4,172,276,630

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4671		10,227				10,227		4,212,122,226

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4671		10,236				10,236		4,205,698,354

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4671		10,227				10,227		4,303,205,437

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4671		10,228				10,228		4,313,600,645

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4671		10,228				10,228		4,328,673,419

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4671		10,228				10,228		4,328,650,995

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4671		10,237				10,237		4,407,358,468

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4671		10,246				10,246		4,413,713,506

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4671		10,264				10,264		4,239,351,702

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4671		10,264				10,264		4,280,906,378

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4671		10,264				10,264		4,228,433,000

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4671		10,239				10,239		4,289,790,891

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4671		10,264				10,264		4,304,542,975

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4671		10,241		15		10,256		4,246,659,720

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4671		10,215				10,230		4,241,549,371

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4671		10,207				10,222		4,241,406,626

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4671		10,185				10,200		4,234,323,714

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4671		10,220				10,235		4,263,057,086

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4671		10,203				10,218		4,248,768,611

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4671		10,212				10,227		4,255,653,253

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4671		10,220				10,235		4,264,938,166

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4671		10,229				10,244		4,328,636,034

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4671		10,229				10,244		4,328,987,921

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4671		10,221				10,236		4,389,880,475

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4671		10,186				10,201		4,390,069,022

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4671		10,152				10,167		4,376,527,254

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4671		10,178				10,193		4,388,948,522

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4671		10,152				10,167		4,430,421,343

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4671		10,144				10,159		4,397,238,522

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4671		10,179				10,194		4,412,242,132

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4671		10,187				10,202		4,415,653,874

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4671		10,161				10,176		4,404,468,524

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4671		10,162				10,177		4,418,774,381

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4671		10,162				10,177		4,418,757,576

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4671		10,162				10,177		4,424,007,839

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4671		10,154				10,169		4,420,535,478

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4671		10,154				10,169		4,420,466,799

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4671		10,154				10,169		4,430,891,002

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4671		10,149				10,164		4,428,707,316

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4671		10,149				10,164		4,428,694,324

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4671		10,141				10,156		4,425,214,208

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4671		10,141				10,156		4,425,150,420

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4671		10,150				10,165		4,429,021,798

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4671		10,155				10,170		4,410,959,056

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4671		10,150				10,165		4,412,004,108

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4671		10,146				10,161		4,405,300,331

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4671		10,155				10,170		4,421,091,019

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4671		10,151				10,166		4,419,353,450

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4671		10,160				10,175		4,423,215,916

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4671		10,168				10,183		4,631,974,404

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4671		10,203				10,218		4,648,766,882

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4671		10,211				10,226		4,652,803,627

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4671		10,220				10,235		4,666,840,435

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4671		10,194				10,209		4,634,867,164

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4671		10,190				10,205		4,632,958,491

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4671		10,173				10,188		4,625,251,265

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4671		10,165				10,180		4,681,593,467

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4671		10,182				10,197		4,689,321,542

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4671		10,173				10,188		5,175,124,276

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4671		10,186				10,201		5,171,603,727

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4671		10,195				10,210		5,176,048,218

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4671		10,195				10,210		5,176,026,352

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4671		10,204				10,219		5,180,524,471

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4671		10,196				10,211		5,188,835,751

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4671		10,183				10,198		5,182,303,144

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4671		10,175				10,190		5,178,374,945

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4671		10,200				10,215		5,198,451,259

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4671		10,200				10,215		5,198,424,330

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4671		10,195				10,210		5,206,894,177

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4671		10,183				10,198		5,200,744,763

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4671		10,175				10,190		5,206,692,158

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4671		10,184				10,199		5,211,225,246

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4671		10,184				10,199		5,211,198,252

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4671		10,201				10,216		5,217,790,308

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4671		10,202				10,217		5,218,215,695

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4671		10,209				10,224		5,220,812,159

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4671		10,205				10,220		5,218,759,828

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4671		10,209				10,224		5,270,204,682

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4671		10,218				10,233		5,274,777,393

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4671		10,223				10,238		5,277,251,980

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4671		10,232				10,247		5,281,823,628

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4671		10,213				10,228		5,377,004,584

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4671		10,204				10,219		5,372,290,311

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4671		10,222				10,237		5,381,645,268

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4671		10,236				10,251		5,408,837,783

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4671		10,232				10,247		5,409,712,828

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4671		10,223				10,238		5,405,074,044

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4671		10,218				10,233		5,402,428,649

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4671		10,227				10,242		5,417,118,615

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4671		10,218				10,233		5,412,754,646

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4671		10,210				10,225		5,329,156,847

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4671		10,192				10,207		5,316,747,084

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4671		10,166				10,181		5,279,707,720

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4671		10,184				10,199		5,271,465,701

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4671		10,193				10,208		5,279,046,960

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4671		10,184				10,199		5,274,350,469

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4671		10,176				10,191		5,267,000,815

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4671		10,176				10,191		5,266,973,517

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4671		10,167				10,182		5,262,334,691

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4671		10,185				10,200		5,202,192,017

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4671		10,185				10,200		5,202,111,169

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4671		10,194				10,209		5,206,732,524

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4671		10,185				10,200		5,202,154,740

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4671		10,181				10,196		5,200,105,209

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4671		10,203				10,218		5,211,733,984

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4671		10,203				10,218		5,221,753,477

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4671		10,173				10,188		5,206,021,365

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4671		10,190				10,205		5,215,312,389

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4671		10,173				10,188		5,206,672,740

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4671		10,190				10,205		5,215,258,394

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4671		10,191				10,206		5,215,683,977

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4671		10,200				10,215		5,220,216,584

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4671		10,200				10,215		5,220,189,541

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4671		10,182				10,197		5,192,243,551

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4671		10,200				10,215		5,203,291,867

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4671		10,218				10,233		5,212,778,417

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4671		10,236				10,251		5,221,841,837

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4671		10,236				10,251		5,221,834,789

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4671		10,236				10,251		5,221,808,736

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4671		10,237				10,252		5,219,233,426

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4671		10,228				10,243		5,214,664,492

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4671		10,241				10,256		5,199,056,431

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4671		10,255				10,270		5,185,933,104

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4671		10,263				10,278		5,160,276,129

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4671		10,255				10,270		5,146,093,432

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4671		10,264				10,279		5,138,669,974

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4671		10,273				10,288		5,143,461,073

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4671		10,273				10,288		5,145,430,313

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4671		10,247				10,262		5,123,573,677

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4671		10,292				10,307		5,044,400,067

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4671		10,284				10,299		5,040,007,818

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4671		10,292				10,307		5,044,347,807

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4671		10,283				10,298		5,039,963,139

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4671		10,283				10,298		5,039,937,023

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4671		10,278		15		10,308		5,057,147,682

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4671		10,269				10,299		5,054,204,631

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4671		10,278				10,308		5,074,477,684

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4671		10,287				10,317		5,078,843,028

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4671		10,296				10,326		5,083,002,048

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4671		10,305				10,335		5,139,936,078

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4671		10,305				10,335		5,123,951,302

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4671		10,310				10,340		5,136,360,136

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4671		10,337				10,367		5,149,626,983

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4671		10,336				10,366		5,206,046,927

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4671		10,328				10,358		5,215,396,624

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4671		10,332				10,362		5,257,832,549

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4671		10,323				10,353		5,155,021,683

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4671		10,314				10,344		5,150,552,682

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4671		10,315				10,345		5,151,065,565

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4671		10,351				10,381		5,173,898,608

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4671		10,359				10,389		5,177,306,685

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4671		10,333				10,363		5,163,945,736

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4671		10,324				10,354		5,149,295,987

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4671		10,334				10,364		5,155,144,750

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4671		10,342				10,372		5,159,555,895

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4671		10,360				10,390		5,168,502,123

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4671		10,356				10,386		5,166,503,464

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4671		10,361				10,391		5,168,941,561

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4671		10,352				10,382		5,178,212,633

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4671		10,352				10,382		5,181,374,989

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4671		10,361				10,391		5,185,799,317

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4671		10,352				10,382		5,195,321,276

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4671		10,307				10,337		5,172,978,607

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4671		10,308				10,338		5,173,399,081

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4671		10,308				10,338		5,173,372,276

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4671		10,299				10,329		5,177,976,415

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4671		10,290				10,320		5,144,328,896

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4671		10,308				10,338		5,153,569,597

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4671		10,344				10,374		5,161,615,969

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4671		10,335				10,365		5,159,844,100

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4671		10,336				10,366		5,176,965,355

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4671		10,318				10,348		5,178,031,917

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4671		10,327				10,357		5,182,467,456

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4671		10,327				10,357		5,175,695,569

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4671		10,327				10,357		5,178,670,745

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4671		10,319				10,349		5,174,626,626

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4671		10,310				10,340		5,139,161,521

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4671		10,301				10,331		5,134,703,586

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4671		10,292				10,322		5,150,244,649

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4671		10,292				10,322		5,150,217,901

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4671		10,302				10,332		5,163,038,779

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4671		10,311				10,341		5,187,473,336

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4671		10,328				10,358		5,206,393,482

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4671		10,328				10,358		5,213,334,278

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4671		10,337				10,367		5,222,284,583

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4671		10,342				10,372		5,254,724,764

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4671		10,356				10,386		5,264,732,707

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4671		10,373				10,403		5,257,143,732

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4671		10,356				10,386		5,280,077,619

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4671		10,347				10,377		5,270,667,363

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4671		10,329				10,359		5,183,916,145

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4671		10,338				10,368		5,188,351,193

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4671		10,329				10,359		5,186,846,254

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4671		10,338				10,368		5,224,235,300

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4671		10,347				10,377		5,228,702,053

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4671		10,339				10,369		5,196,012,366

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4671		10,330				10,360		5,191,519,288

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4671		10,330				10,360		5,211,492,302

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4671		10,348				10,378		5,219,393,348

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4671		10,365				10,395		5,238,334,834

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4671		10,366				10,396		5,415,985,871

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4671		10,375				10,405		5,434,587,469

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4671		10,366				10,396		5,431,891,871

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4671		10,367				10,397		5,471,039,566

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4671		10,376				10,406		5,485,702,712

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4671		10,367				10,397		5,590,917,385

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4671		10,358				10,388		5,589,106,807

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4671		10,358				10,388		5,592,078,870

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4671		10,376				10,406		5,606,165,870

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4671		10,376				10,406		5,653,782,285

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4671		10,385				10,415		5,658,532,598

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4671		10,386				10,416		5,709,137,529

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4671		10,395				10,425		5,838,141,339

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4671		10,412				10,442		5,888,113,431

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4671		10,412				10,442		5,930,114,553

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4671		10,422				10,452		5,909,030,006

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4671		10,413				10,443		5,853,032,880

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4671		10,404				10,434		5,848,107,737

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4671		10,413				10,443		5,832,876,561

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4671		10,413				10,443		5,833,045,261

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4671		10,417				10,447		5,995,616,943

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4671		10,409				10,439		5,990,136,148

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4671		10,418				10,448		5,995,888,049

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4671		10,427				10,458		6,011,071,631

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4671		10,290				10,320		5,928,934,786

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4671		10,241				10,271		5,904,825,278

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4671		10,285				10,315		5,931,846,002

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4671		10,250				10,280		5,906,918,542

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4671		10,237				10,267		5,898,121,209

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4671		10,198				10,228		5,874,891,071

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4671		10,321				10,351		5,952,325,820

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4671		10,207				10,237		5,815,903,741

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4671		10,181				10,211		5,799,237,521

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4671		10,172				10,202		5,800,266,692

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4671		10,185				10,215		5,802,324,093

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4671		10,186				10,216		5,802,896,293

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4671		10,168				10,198		5,792,742,199

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4671		10,177				10,207		5,797,775,713

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4671		10,194				10,224		5,807,872,756

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4671		10,212				10,242		5,819,354,455

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4671		10,194				10,224		5,814,196,996

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4671		10,195				10,225		5,815,674,868

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4671		10,186				10,216		5,810,576,997

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4671		10,186				10,216		5,810,546,883

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4671		10,187				10,217		5,811,019,736

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4671		10,213				10,243		5,825,637,588

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4671		10,196				10,226		5,816,398,474

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4671		10,196				10,226		5,817,318,306

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4671		10,200				10,230		5,820,491,320

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4671		10,213				10,243		5,769,198,023

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4671		10,204				10,234		5,765,183,807

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4671		10,204				10,234		5,765,155,915

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4671		10,179				10,209		5,740,577,971

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4671		10,187				10,217		5,755,682,453

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4671		10,179				10,209		5,751,130,869

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4671		10,179				10,209		5,751,101,066

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4671		10,192				10,222		5,758,322,162

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4671		10,201				10,231		5,749,911,030

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4671		10,202				10,232		5,750,436,859

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4671		10,178		15		10,223		5,730,905,569

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4671		10,187				10,232		5,737,545,447

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4671		10,187				10,232		5,737,517,715

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4671		10,188				10,233		5,738,043,189

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4671		10,187				10,232		5,492,211,516

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4671		10,179				10,224		5,487,846,469

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4671		10,170				10,215		5,473,180,665

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4671		10,166				10,211		5,471,030,569

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4671		10,128				10,173		5,450,320,210

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4671		10,112				10,157		5,441,721,290

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4671		10,120				10,165		5,445,965,433

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4671		10,145				10,190		5,460,729,575

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4671		10,121				10,166		5,447,438,350

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4671		10,113				10,158		5,443,113,067

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4671		10,121				10,166		5,381,821,802

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4671		10,121				10,166		5,382,328,008

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4671		10,054				10,098		5,346,659,637

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4671		10,080				10,124		5,158,428,616

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4671		10,064				10,108		5,150,250,755

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4671		10,073				10,117		5,154,765,098

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4671		10,102				10,146		5,168,897,322

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4671		10,086				10,130		5,160,297,040

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4671		10,090				10,134		5,162,738,460

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4671		10,086				10,130		5,162,695,416

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4671		10,094				10,138		5,166,704,711

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4671		10,078				10,122		5,158,605,859

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4671		10,078				10,122		5,158,579,132

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4671		10,064				10,108		4,652,426,295

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4671		10,081				10,125		4,661,152,058

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4671		10,114				10,159		4,676,620,790

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4671		10,156				10,201		4,696,190,500

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4671		10,165				10,210		4,697,619,437

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4671		10,174				10,219		4,701,646,093

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4671		10,153				10,198		4,692,060,215

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4671		10,136				10,181		4,684,393,478

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4671		10,136				10,181		4,684,369,204

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4671		10,123				10,168		4,678,424,663

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4671		10,115				10,160		4,674,708,702

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4671		10,116				10,161		4,675,139,885

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4671		10,116				10,161		4,659,489,741

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4671		10,116				10,161		4,666,911,368

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4671		10,125				10,170		4,660,991,769

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4671		10,134				10,179		4,665,001,840

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4671		10,151				10,196		4,672,691,110

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4671		10,167				10,212		4,680,378,354

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4671		10,172				10,217		4,583,311,068

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4671		10,172				10,217		4,566,301,382

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4671		10,206				10,251		4,582,706,611

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4671		10,190				10,235		4,575,161,646

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4671		10,206				10,251		4,582,661,150

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4671		10,206				10,251		4,582,637,404

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4671		10,224				10,269		4,590,506,076

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4671		10,224				10,269		4,590,497,243

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4671		10,207				10,252		4,571,512,369

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4671		10,241				10,286		4,586,935,979

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4671		10,241				10,286		4,576,826,531

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4671		10,246				10,291		4,578,443,642

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4671		10,285				10,330		4,596,030,613

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4671		10,268				10,313		4,588,081,983

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4671		10,276				10,321		4,590,461,513

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4671		10,251				10,296		4,578,994,986

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4671		10,285				10,330		4,594,328,605

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4671		10,286				10,331		4,594,746,896

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4671		10,277				10,322		4,587,676,340

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4671		10,268				10,313		4,583,593,853

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4671		10,295				10,340		4,595,444,268

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4671		10,303				10,348		4,597,271,878

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4671		10,321				10,366		4,605,161,522

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4671		10,308				10,353		4,599,423,093

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4671		10,348				10,394		4,592,820,900

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4671		10,310				10,355		4,562,826,409

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4671		10,364				10,410		4,581,645,474

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4671		10,355				10,401		4,577,830,477

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4671		10,346				10,392		4,571,956,726

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4671		10,392				10,438		4,591,957,870

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4671		10,475				10,521		4,628,790,125

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4671		10,430				10,476		4,609,000,757

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4671		10,411				10,457		4,462,680,074

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4671		10,379				10,425		4,448,719,557

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4671		10,407				10,453		4,401,143,120

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4671		10,434				10,480		4,412,787,050

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4671		10,439				10,485		4,406,739,431

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4671		10,449				10,495		4,283,065,660

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4671		10,449				10,495		4,278,675,374

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4671		10,439				10,485		4,254,419,456

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4671		10,449				10,495		4,270,367,837

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4671		10,458				10,504		4,274,371,480

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4671		10,467				10,513		4,277,972,513

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4671		10,477				10,523		4,271,568,021

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4671		10,495				10,541		4,146,831,943

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4671		10,496				10,542		4,125,186,774

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4671		10,496				10,542		4,103,749,795

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4671		10,491				10,537		4,059,352,791

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4671		10,510				10,556		4,049,871,924

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4671		10,576				10,623		4,075,282,207

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4671		10,562				10,609		4,071,782,022

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4671		10,567				10,614		4,063,269,020

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4671		10,567				10,614		4,063,247,955

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4671		10,538				10,584		4,043,848,984

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4671		10,580				10,627		4,056,200,071

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4671		10,548				10,594		4,043,444,551

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4671		10,530				10,576		4,036,252,010

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4671		10,538				10,584		4,039,629,097

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4671		10,572				10,619		4,045,916,087

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4671		10,572				10,619		4,045,854,178

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4671		10,582				10,629		4,049,602,588

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4671		10,590				10,637		4,055,334,240

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4671		10,600				10,647		4,059,095,620

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4671		10,600				10,647		4,045,009,956

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4671		10,586				10,633		4,039,685,339

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4671		10,558				10,605		3,967,776,728

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4671		10,558				10,605		3,967,757,160

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4671		10,558				10,605		3,966,474,431

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4671		10,539				10,585		3,957,359,315

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4671		10,511				10,557		3,943,856,090

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4671		10,503				10,549		3,940,510,170

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4671		10,521				10,567		3,947,510,225

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4671		10,549				10,595		3,957,813,387

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4671		10,605				10,652		3,988,933,169

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4671		10,595		10		10,652		3,985,479,734

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4671		10,577				10,634		3,973,569,033

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4671		10,605				10,662		3,984,267,180

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4671		10,605				10,662		3,973,656,041

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4671		10,595				10,652		3,969,949,273

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4671		10,596				10,653		3,970,257,343

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4671		10,620				10,677		3,979,083,778

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4671		10,606				10,663		3,967,532,637

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4671		10,676				10,733		3,994,000,028

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4671		10,706				10,763		3,985,140,330

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4671		10,659				10,716		3,967,646,005

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4671		10,659				10,716		3,833,111,118

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4671		10,726				10,783		3,846,696,192

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4671		10,716				10,773		3,843,150,118

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4671		10,687				10,744		3,826,592,417

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4671		10,668				10,725		3,811,634,588

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4671		10,668				10,725		3,811,614,888

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4671		10,658				10,715		3,808,080,477

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4671		10,639				10,696		3,802,178,549

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4671		10,678				10,735		3,798,997,484

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4671		10,669				10,726		3,795,928,524

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4671		10,688				10,745		3,782,892,558

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4671		10,697				10,754		3,786,356,785

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4671		10,678				10,735		3,779,771,485

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4671		10,640				10,697		3,765,683,644

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4671		10,650				10,707		3,769,146,535

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4671		10,613				10,670		3,755,897,861

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4671		10,641				10,698		3,765,974,402

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4671		10,626				10,683		3,768,727,516

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4671		10,627				10,684		3,769,017,931

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4671		10,646				10,703		3,766,776,662

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4671		10,659				10,716		3,771,629,783

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4671		10,632				10,689		3,761,964,560

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4671		10,659				10,716		3,770,440,274

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4671		10,679				10,736		3,777,533,382

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4671		10,689				10,746		3,779,927,556

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4671		10,679				10,736		3,775,360,215

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4671		10,669				10,726		3,773,852,867

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4671		10,660				10,717		3,770,665,323

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4671		10,680				10,737		3,777,703,120

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4671		10,680				10,737		3,777,683,596

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4671		10,708				10,765		3,787,753,987

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4671		10,698				10,755		3,784,255,467

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4671		10,671				10,728		3,774,455,752

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4671		10,680				10,737		3,776,175,968

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4671		10,708				10,765		3,784,105,275

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4671		10,728				10,785		3,790,046,107

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4671		10,737				10,794		3,789,197,010

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4671		10,737				10,794		3,783,924,177

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4671		10,757				10,815		3,780,513,280

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4671		10,795				10,853		3,793,975,513

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4671		10,776				10,834		3,787,043,191

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4671		10,814				10,872		3,782,485,681

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4671		10,795				10,853		3,775,891,158

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4671		10,825				10,883		3,786,191,344

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4671		10,868				10,926		3,794,418,484

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4671		10,868				10,926		3,779,621,786

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4671		10,868				10,926		3,765,119,977

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4671		10,908				10,966		3,779,031,559

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4671		10,888				10,946		3,759,905,494

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4671		10,888				10,946		3,749,364,216

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4671		10,868				10,926		3,742,572,145

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4671		10,898				10,956		3,752,711,826

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4671		10,908				10,966		3,751,790,384

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4671		10,907				10,965		3,751,771,982

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4671		10,937				10,996		3,761,899,954

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4671		11,012				11,071		3,775,444,542

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4671		10,976				11,035		3,762,234,714

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4671		10,937				10,996		3,748,699,628

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4671		10,937				10,996		3,747,633,794

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4671		10,897				10,955		3,728,805,738

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4671		10,883				10,941		3,723,740,369

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4671		10,932				10,991		3,740,544,721

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4671		10,903				10,961		3,720,195,149

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4671		10,898				10,956		3,718,498,329

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4671		10,952				11,011		3,737,927,190

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4671		10,972				11,031		3,744,619,875

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4671		10,986				11,045		3,746,262,630

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4671		10,957				11,016		3,736,145,692

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4671		10,967				11,026		3,739,815,692

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4671		10,917				10,975		3,712,126,813

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4671		10,937				10,996		3,710,577,953

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4671		10,887				10,945		3,693,879,080

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4671		10,898				10,956		3,696,405,176

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4671		10,918				10,976		3,694,579,445

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4671		10,937				10,996		3,701,214,823

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4671		10,931				10,990		3,683,971,268

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4671		10,932				10,991		3,682,209,260

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4671		10,952				11,011		3,688,824,472

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4671		10,961				11,020		3,692,426,386

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4671		10,971				11,030		3,695,818,625

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4671		10,971				11,030		3,695,814,439

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4671		10,961				11,020		3,586,563,229

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4671		10,971				11,030		3,589,755,737

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4671		10,990				11,049		3,596,170,954

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4671		10,951				11,010		3,583,284,804

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4671		11,030				11,089		3,609,071,012

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4671		11,090				11,149		3,625,758,095

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4671		11,055				11,114		3,614,168,853

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4671		11,105				11,164		3,629,988,958

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4671		11,116				11,175		3,633,502,888

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4671		11,187				11,247		3,651,495,751

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4671		11,233				11,293		3,651,358,234

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4671		11,191				11,251		3,640,894,399

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4671		11,243				11,303		3,662,825,788

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4671		11,212				11,272		3,651,997,638

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4671		11,186				11,246		3,632,672,759

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4671		11,197				11,257		3,636,165,584

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4671		11,217				11,277		3,642,871,709

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4671		11,207				11,267		3,639,341,264

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4671		11,186				11,246		3,632,618,466

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4671		11,268				11,328		3,655,495,893

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4671		11,248				11,308		3,648,955,372

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4671		11,248				11,308		3,648,946,456

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4671		11,290				11,350		3,649,017,883

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4671		11,284				11,344		3,636,202,435
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4671

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9360		超長期国債18-20マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,241				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		15		30		10,278				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						55

		第3期		2018/09/10		15		45		10,178

		第4期		2019/03/11		10		55		10,595

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,241				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						55

		第2期		2018/03/12		15		30		10,278				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						55

		第3期		2018/09/10		15		45		10,178

		第4期		2019/03/11		10		55		10,595
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4671		1		20170911		70		21.7		108.72		125.75		5.75		0		0		10256.27		15		10241

		20170911140		4671		1		20170911		140		20.76		104.01		125.75		5.75		0		0		256.27		15		10241

		20170911160		4671		1		20170911		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10241

		20170911210		4671		1		20170911		210		0		0		125.75		5.75		5.76		104.01		10241.27		15		10241

		20180312070		4671		2		20180312		70		33.33		40.59		111.57		35.3		4.29		77.43		10293.05		15		10278

		20180312140		4671		2		20180312		140		29.06		35.4		111.57		35.3		4.29		77.43		293.05		15		10278

		20180312160		4671		2		20180312		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10278

		20180312210		4671		2		20180312		210		0		0		111.57		35.3		18.36		112.82		10278.05		15		10278

		20180910070		4671		3		20180910		70		28.22		-123.12		129.21		67.87		13.96		85.84		10192.84		15		10178

		20180910140		4671		3		20180910		140		19.08		0		6.09		67.87		13.96		85.84		192.84		15		10178

		20180910160		4671		3		20180910		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10178

		20180910210		4671		3		20180910		210		0		0		129.21		67.87		18.04		85.84		10177.84		15		10178

		20190311070		4671		4		20190311		70		32.12		403.87		130.73		69.25		17.81		84.76		10605.4		10		10595

		20190311140		4671		4		20190311		140		31.27		271.58		130.73		69.25		17.81		84.76		605.4		10		10595

		20190311160		4671		4		20190311		160		-10		0		0		0		0		0		-10		10		10595

		20190311210		4671		4		20190311		210		0		0		130.73		69.25		39.08		356.34		10595.4		10		10595





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
15円		第2期
18.3.12
15円		第3期
18.9.10
15円		第4期
19.3.11
10円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		22		21		109		104		0		0		0		132		126		6		256		15		10,241						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		33		29		41		35		82		4		77		147		112		35		293		15		10,278				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		21		29		19		31		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		28		19		△ 123		0		100		14		86		74		6		68		193		15		10,178				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		241		278		178		595		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		15		15		15		10		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		32		31		404		272		103		18		85		200		131		69		605		10		10,595

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-10				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0





 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 






コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt





FundReport

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64

		1

		2				投資者の皆さまへ																						ダイワ円債セレクト 超長期国債コース																																																																																																				Monthly Fund Report

		3

		4

		5

		6

		7																																		追加型投信／国内／債券

		8																																										信託期間										：		2017年3月1日　から　2022年3月10日　まで　																																														基　準　日										：		2019"年"8"月"30"日"

		9																																										決算日										：		毎年3月10日および9月10日 （休業日の場合翌営業日） マイトシガツカガツニチ																																														回次コード										：		4671

		10																																																																																																																														※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

		11				≪基準価額・純資産の推移≫ キジュンカガクジュンシサンスイイ

		12																																																																																																																				当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		13				43707.0

		14

		15				基準価額 キジュンカガク														11,284 円

		16				純資産総額 ジュンシサンソウガク														36億円

		17

		18				期間別騰落率

		19				期間 キカン														ファンド

		20				1カ月間 ゲツ														+2.7 %

		21				3カ月間														+4.3 %

		22				6カ月間														+7.0 %

		23				1年間														+11.0 %

		24				3年間														0.0 %

		25				5年間														0.0 %

		26				年初来 ネンショライ														+8.7 %

		27				設定来 セッテイライ														+13.4 %

		28

		29				※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率0.1836%（税込）です。

		30				※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ブンパイキンサイトウシ

		31

		32

		33

		34				≪分配の推移≫																																										≪主要な資産の状況≫																																																																																※比率は、純資産総額に対するものです。

		35																																										（1万口当たり、税引前）

		36				決算期（年/月）																												分配金														資産別構成 シサンベツコウセイ																																										債券 ポートフォリオ特性値 サイケントクセイチ

		37																																														資産																								銘柄数								比率										直接利回り（％）																																0.6

		38				第1期																(17/09)												15円														国内債券																								2								9903.2%										最終利回り（％）																																0.0

		39				第2期																(18/03)												15円														国内債券先物																								---								---										修正デュレーション																																17.7

		40				第3期																(18/09)												15円														コール・ローン、その他																																96.8%										残存年数																																18.7

		41				第4期																(19/03)												10円														合計																								2								10000.0%										※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

		42				0																0												0円

		43				0																0												0円

		44				0																0												0円														債券 種別構成 サイケンタネベツコウセイ																												合計9903.2%														債券 格付別構成 サイケンカクヅケベツコウセイ																												合計10000.0%

		45				0																0												0円														種別 シュベツ																																比率 ヒリツ										格付別 カクヅケベツ																																比率 ヒリツ

		46				0																0												0円														国債																																9903.2%										AAA																																10000.0%

		47				0																0												0円														0																																0.0%										AA																																---

		48				0																0												0円														0																																0.0%										A																																---

		49				0																0												0円														0																																0.0%										BBB																																---

		50				0																0												0円														0																																0.0%										BB以下																																---

		51				分配金合計額																				設定来： 55円

		52																								直近12期：

		53				※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61				※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。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、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		1

		2

		3				組入上位10銘柄																																																																																																												合計9903.2%

		4				銘柄名																																																																				利率（％） リリツ																				償還日 ショウカンビ																				比率

		5				１６３  ２０年国債																																																																				0.6																				2037/12/20																				4953.0%

		6				１６６  ２０年国債																																																																				0.7																				2038/09/20																				4950.2%

		7				---																																																																				---																				---																				---

		8				---																																																																				---																				---																				---

		9				---																																																																				---																				---																				---

		10				---																																																																				---																				---																				---

		11				---																																																																				---																				---																				---

		12				---																																																																				---																				---																				---

		13				---																																																																				---																				---																				---

		14				---																																																																				---																				---																				---
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FundReport

		設定時		設定時		設定時

		17/3/1		17/3/1		17/3/1

		17/3/2		17/3/2		17/3/2

		17/3/3		17/3/3		17/3/3

		17/3/6		17/3/6		17/3/6

		17/3/7		17/3/7		17/3/7

		17/3/8		17/3/8		17/3/8

		17/3/9		17/3/9		17/3/9

		17/3/10		17/3/10		17/3/10

		17/3/13		17/3/13		17/3/13

		17/3/14		17/3/14		17/3/14

		17/3/15		17/3/15		17/3/15

		17/3/16		17/3/16		17/3/16

		17/3/17		17/3/17		17/3/17

		17/3/21		17/3/21		17/3/21

		17/3/22		17/3/22		17/3/22

		17/3/23		17/3/23		17/3/23

		17/3/24		17/3/24		17/3/24

		17/3/27		17/3/27		17/3/27

		17/3/28		17/3/28		17/3/28

		17/3/29		17/3/29		17/3/29

		17/3/30		17/3/30		17/3/30

		17/3/31		17/3/31		17/3/31

		17/4/3		17/4/3		17/4/3

		17/4/4		17/4/4		17/4/4

		17/4/5		17/4/5		17/4/5

		17/4/6		17/4/6		17/4/6

		17/4/7		17/4/7		17/4/7

		17/4/10		17/4/10		17/4/10

		17/4/11		17/4/11		17/4/11

		17/4/12		17/4/12		17/4/12

		17/4/13		17/4/13		17/4/13

		17/4/14		17/4/14		17/4/14

		17/4/17		17/4/17		17/4/17

		17/4/18		17/4/18		17/4/18

		17/4/19		17/4/19		17/4/19

		17/4/20		17/4/20		17/4/20

		17/4/21		17/4/21		17/4/21

		17/4/24		17/4/24		17/4/24

		17/4/25		17/4/25		17/4/25

		17/4/26		17/4/26		17/4/26

		17/4/27		17/4/27		17/4/27

		17/4/28		17/4/28		17/4/28

		17/5/1		17/5/1		17/5/1

		17/5/2		17/5/2		17/5/2

		17/5/8		17/5/8		17/5/8

		17/5/9		17/5/9		17/5/9

		17/5/10		17/5/10		17/5/10

		17/5/11		17/5/11		17/5/11

		17/5/12		17/5/12		17/5/12

		17/5/15		17/5/15		17/5/15

		17/5/16		17/5/16		17/5/16

		17/5/17		17/5/17		17/5/17

		17/5/18		17/5/18		17/5/18

		17/5/19		17/5/19		17/5/19

		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30

		17/5/31		17/5/31		17/5/31

		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

10005

10005

20009990

9979

9979

36340933

10010

10010

46493931

10019

10019

346635328

10000

10000

413359591

9975

9975

416283695

9970

9970

445117418

9958

9958

478396128

9963

9963

502596439

9970

9970

560495479

9978

9978

613967465

10017

10017

678549548

9998

9998

677265877

10008

10008

814060369

10024

10024

818915422

10015

10015

789397608

10017

10017

875534132

10025

10025

881312591

10042

10042

949865286

10055

10055

951082841

10038

10038

959479297

10030

10030

962113052

10026

10026

961716651

10022

10022

1173156555

10013

10013

1172103022

10048

10048

1313561831

10065

10065

1375893706

10057

10057

1374785537

10074

10074

1367028850

10108

10108

1371741676

10117

10117

1380078124

10149

10149

1341763876

10179

10179

1358664438

10144

10144

1354015892

10170

10170

1005013736

10183

10183

1006286032

10183

10183

1007280821

10161

10161

964447551

10170

10170

965291950

10153

10153

963697461

10153

10153

966677382

10172

10172

1369323099

10164

10164

1368231950

10155

10155

1370999778

10130

10130

1367604163

10113

10113

1365313737

10104

10104

1375087760

10079

10079

1375546074

10087

10087

1376760228

10112

10112

1480407644

10095

10095

1481926639

10104

10104

1483231162

10133

10133

1688026928

10158

10158

1892541260

10141

10141

1889368147

10150

10150

1892017307

10137

10137

1890199061

10128

10128

1891385096

10158

10158

1901144564

10145

10145

1898701339

10154

10154

1926524054

10145

10145

1933216438

10128

10128

1955959045

10137

10137

1957673884

10155

10155

1961094404

10164

10164

1952800357

10172

10172

1996267170

10111

10111

1984376661

10155

10155

1992937397

10147

10147

2179867460

10156

10156

2189941752

10165

10165

2171480783

10190

10190

2218981887

10175

10175

2535906622

10175

10175

2859010501

10184

10184

2864489657

10189

10189

2865870744

10198

10198

2879568562

10189

10189

2926970965

10189

10189

2930114737

10198

10198

2932714347

10181

10181

2949830494

10186

10186

2985474148

10134

10134

3026123846

10130

10130

3025000584

10126

10126

3090740149

10118

10118

3139999123

10093

10093

3131976543

10100

10100

3145624719

10088

10088

3153965652

10064

10064

3146190877

10080

10080

3154450317

10126

10126

3279344104

10130

10130

3282612544

10152

10152

3346892434

10143

10143

3343931605

10143

10143

3353953434

10148

10148

3356571373

10148

10148

3356519209

10157

10157

3369658907

10140

10140

3390073306

10155

10155

4000842036

10155

10155

4001815330

10147

10147

4019581440

10147

10147

4019560614

10165

10165

4007212922

10173

10173

4030320890

10174

10174

4032637929

10165

10165

4030649747

10166

10166

4034011500

10191

10191

4055220644

10191

10191

4069199632

10200

10200

4001627598

10201

10201

4113983074

10192

10192

4110362124

10192

10192

4120340786

10201

10201

4123928774

10219

10219

4132079334

10227

10227

4172276630

10227

10227

4212122226

10236

10236

4205698354

10227

10227

4303205437

10228

10228

4313600645

10228

10228

4328673419

10228

10228

4328650995

10237

10237

4407358468

10246

10246

4413713506

10264

10264

4239351702

10264

10264

4280906378

10264

10264

4228433000

10239

10239

4289790891

10264

10264

4304542975

10256

10241

4246659720

10229.96191778

10215

4241549371

10221.95020017

10207

4241406626

10199.91797675

10185

4234323714

10234.96924127

10220

4263057086

10217.94434135

10203

4248768611

10226.95752365

10212

4255653253

10234.96924125

10220

4264938166

10243.98242355

10229

4328636034

10243.98242355

10229

4328987921

10235.97070594

10221

4389880475

10200.91944141

10186

4390069022

10166.86964158

10152

4376527254

10192.90772379

10178

4388948522

10166.86964157

10152

4430421343

10158.85792396

10144

4397238522

10193.90918848

10179

4412242132

10201.92090608

10187

4415653874

10175.88282386

10161

4404468524

10176.88428856

10162

4418774381

10176.88428856

10162

4418757576

10176.88428856

10162

4424007839

10168.87257095

10154

4420535478

10168.87257095

10154

4420466799

10168.87257095

10154

4430891002

10163.86524744

10149

4428707316

10163.86524744

10149

4428694324

10155.85352983

10141

4425214208

10155.85352983

10141

4425150420

10164.86671213

10150

4429021798

10169.87403563

10155

4410959056

10164.86671212

10150

4412004108

10160.86085331

10146

4405300331

10169.87403561

10155

4421091019

10165.8681768

10151

4419353450

10174.8813591

10160

4423215916

10182.8930767

10168

4631974404

10217.94434122

10203

4648766882

10225.95605882

10211

4652803627

10234.96924112

10220

4666840435

10208.9311589

10194

4634867164

10204.92530009

10190

4632958491

10187.90040017

10173

4625251265

10179.88868256

10165

4681593467

10196.91358247

10182

4689321542

10187.90040016

10173

5175124276

10200.91944126

10186

5171603727

10209.93262356

10195

5176048218

10209.93262356

10195

5176026352

10218.94580586

10204

5180524471

10210.93408825

10196

5188835751

10197.91504714

10183

5182303144

10189.90332953

10175

5178374945

10214.93994704

10200

5198451259

10214.93994704

10200

5198424330

10209.93262353

10195

5206894177

10197.91504712

10183

5200744763

10189.90332951

10175

5206692158

10198.91651181

10184

5211225246

10198.91651181

10184

5211198252

10215.94141172

10201

5217790308

10216.94287642

10202

5218215695

10223.95312932

10209

5220812159

10219.94727051

10205

5218759828

10223.95312931

10209

5270204682

10232.96631161

10218

5274777393

10237.97363511

10223

5277251980

10246.98681741

10232

5281823628

10227.95898809

10213

5377004584

10218.94580578

10204

5372290311

10236.97217039

10222

5381645268

10250.99267619

10236

5408837783

10246.98681738

10232

5409712828

10237.97363507

10223

5405074044

10232.96631156

10218

5402428649

10241.97949386

10227

5417118615

10232.96631155

10218

5412754646

10224.95459394

10210

5329156847

10206.92822932

10192

5316747084

10180.8901471

10166

5279707720

10198.91651171

10184

5271465701

10207.92969401

10193

5279046960

10198.9165117

10184

5274350469

10190.90479409

10176

5267000815

10190.90479409

10176

5266973517

10181.89161178

10167

5262334691

10199.91797639

10185

5202192017

10199.91797639

10185

5202111169

10208.93115869

10194

5206732524

10199.91797638

10185

5202154740

10195.91211757

10181

5200105209

10217.94434098

10203

5211733984

10217.94434098

10203

5221753477

10187.90039995

10173

5206021365

10204.92529986

10190

5215312389

10187.90039994

10173

5206672740

10204.92529985

10190

5215258394

10205.92676455

10191

5215683977

10214.93994685

10200

5220216584

10214.93994685

10200

5220189541

10196.91358223

10182

5192243551

10214.93994684

10200

5203291867

10232.96631145

10218

5212778417

10250.99267606

10236

5221841837

10250.99267606

10236

5221834789

10250.99267606

10236

5221808736

10251.99414076

10237

5219233426

10242.98095845

10228

5214664492

10255.99999955

10241

5199056431

10270.02050535

10255

5185933104

10278.03222295

10263

5160276129

10270.02050534

10255

5146093432

10279.03368764

10264

5138669974

10288.04686994

10273

5143461073

10288.04686994

10273

5145430313

10262.00878772

10247

5123573677

10307.07469924

10292

5044400067

10299.06298163

10284

5040007818

10307.07469923

10292

5044347807

10298.06151692

10283

5039963139

10298.06151692

10283

5039937023

10308.07616392

10278

5057147682

10299.04982752

10269

5054204631

10308.07616391

10278

5074477684

10317.1025003

10287

5078843028

10326.12883669

10296

5083002048

10335.15517308

10305

5139936078

10335.15517308

10305

5123951302

10340.16980441

10310

5136360136

10367.24881359

10337

5149626983

10366.24588732

10336

5206046927

10358.22247719

10328

5215396624

10362.23418225

10332

5257832549

10353.20784585

10323

5155021683

10344.18150945

10314

5150552682

10345.18443571

10315

5151065565

10381.28978129

10351

5173898608

10389.31319141

10359

5177306685

10363.23710848

10333

5163945736

10354.21077208

10324

5149295987

10364.24003474

10334

5155144750

10372.26344486

10342

5159555895

10390.31611765

10360

5168502123

10386.30441258

10356

5166503464

10391.31904391

10361

5168941561

10382.29270751

10352

5178212633

10382.29270751

10352

5181374989

10391.3190439

10361

5185799317

10382.2927075

10352

5195321276

10337.16102552

10307

5172978607

10338.16395178

10308

5173399081

10338.16395178

10308

5173372276

10329.13761538

10299

5177976415

10320.11127898

10290

5144328896

10338.16395177

10308

5153569597

10374.26929735

10344

5161615969

10365.24296095

10335

5159844100

10366.24588721

10336

5176965355

10348.19321441

10318

5178031917

10357.2195508

10327

5182467456

10357.2195508

10327

5175695569

10357.2195508

10327

5178670745

10349.19614067

10319

5174626626

10340.16980427

10310

5139161521

10331.14346787

10301

5134703586

10322.11713147

10292

5150244649

10322.11713147

10292

5150217901

10332.14639413

10302

5163038779

10341.17273052

10311

5187473336

10358.22247704

10328

5206393482

10358.22247704

10328

5213334278

10367.24881343

10337

5222284583

10372.26344476

10342

5254724764

10386.30441248

10356

5264732707

10403.354159

10373

5257143732

10386.30441247

10356

5280077619

10377.27807607

10347

5270667363

10359.22540327

10329

5183916145

10368.25173966

10338

5188351193

10359.22540326

10329

5186846254

10368.25173965

10338

5224235300

10377.27807604

10347

5228702053

10369.25466591

10339

5196012366

10360.22832951

10330

5191519288

10360.22832951

10330

5211492302

10378.2810023

10348

5219393348

10395.33074882

10365

5238334834

10396.33367508

10366

5415985871

10405.36001147

10375

5434587469

10396.33367507

10366

5431891871

10397.33660133

10367

5471039566

10406.36293772

10376

5485702712

10397.33660132

10367

5590917385

10388.31026492

10358

5589106807

10388.31026492

10358

5592078870

10406.36293771

10376

5606165870

10406.36293771

10376

5653782285

10415.3892741

10385

5658532598

10416.39220036

10386

5709137529

10425.41853675

10395

5838141339

10442.46828327

10412

5888113431

10442.46828327

10412

5930114553

10452.49754593

10422

5909030006

10443.47120953

10413

5853032880

10434.44487313

10404

5848107737

10443.47120952

10413

5832876561

10443.47120952

10413

5833045261

10447.48291458

10417

5995616943

10439.45950445

10409

5990136148

10448.48584084

10418

5995888049

10457.51217723

10427

6011071631

10320.11127876

10290

5928934786

10270.96789171

10241

5904825278

10315.09664742

10285

5931846002

10279.9942281

10250

5906918542

10266.95618663

10237

5898121209

10227.84206224

10198

5874891071

10351.20199297

10321

5952325820

10236.86839862

10207

5815903741

10210.7923157

10181

5799237521

10201.7659793

10172

5800266692

10214.80402075

10185

5802324093

10215.80694701

10186

5802896293

10197.75427421

10168

5792742199

10206.7806106

10177

5797775713

10223.83035712

10194

5807872756

10241.88302991

10212

5819354455

10223.83035711

10194

5814196996

10224.83328337

10195

5815674868

10215.80694697

10186

5810576997

10215.80694697

10186

5810546883

10216.80987323

10187

5811019736

10242.88595614

10213

5825637588

10225.83620961

10196

5816398474

10225.83620961

10196

5817318306

10229.84791467

10200

5820491320

10242.88595612

10213

5769198023

10233.85961972

10204

5765183807

10233.85961972

10204

5765155915

10208.78646306

10179

5740577971

10216.80987318

10187

5755682453

10208.78646305

10179

5751130869

10208.78646305

10179

5751101066

10221.8245045

10192

5758322162

10230.85084089

10201

5749911030

10231.85376715

10202

5750436859

10222.82743075

10178

5730905569

10231.86706986

10187

5737545447

10231.86706986

10187

5737517715

10232.8714742

10188

5738043189

10231.86706985

10187

5492211516

10223.83183508

10179

5487846469

10214.79219596

10170

5473180665

10210.77457857

10166

5471030569

10172.60721343

10128

5450320210

10156.53674389

10112

5441721290

10164.57197865

10120

5445965433

10189.68208729

10145

5460729575

10165.57638299

10121

5447438350

10157.54114822

10113

5443113067

10165.57638298

10121

5381821802

10165.57638298

10121

5382328008

10098.28129181

10054

5346659637

10124.39580479

10080

5158428616

10108.32533525

10064

5150250755

10117.36497436

10073

5154765098

10146.49270038

10102

5168897322

10130.42223084

10086

5160297040

10134.43984822

10090

5162738460

10130.42223083

10086

5162695416

10138.45746559

10094

5166704711

10122.38699605

10078

5158605859

10122.38699605

10078

5158579132

10108.32533521

10064

4652426295

10125.40020908

10081

4661152058

10158.54555248

10114

4676620790

10200.73053499

10156

4696190500

10209.7701741

10165

4697619437

10218.80981321

10174

4701646093

10197.71732195

10153

4692060215

10180.64244807

10136

4684393478

10180.64244807

10136

4684369204

10167.58519157

10123

4678424663

10159.5499568

10115

4674708702

10160.55436114

10116

4675139885

10160.55436114

10116

4659489741

10160.55436114

10116

4666911368

10169.59400025

10125

4660991769

10178.63363936

10134

4665001840

10195.70851323

10151

4672691110

10211.77898276

10167

4680378354

10216.80100448

10172

4583311068

10216.80100448

10172

4566301382

10250.95075223

10206

4582706611

10234.88028269

10190

4575161646

10250.95075222

10206

4582661150

10250.95075222

10206

4582637404

10269.03003044

10224

4590506076

10269.03003044

10224

4590497243

10251.95515656

10207

4571512369

10286.10490431

10241

4586935979

10286.10490431

10241

4576826531

10291.12692603

10246

4578443642

10330.29869551

10285

4596030613

10313.22382163

10268

4588081983

10321.25905639

10276

4590461513

10296.14894774

10251

4578994986

10330.29869549

10285

4594328605

10331.30309983

10286

4594746896

10322.26346071

10277

4587676340

10313.22382159

10268

4583593853

10340.34273892

10295

4595444268

10348.37797368

10303

4597271878

10366.4572519

10321

4605161522

10353.3999954

10308

4599423093

10393.57616922

10348

4592820900

10355.40880408

10310

4562826409

10409.64663874

10364

4581645474

10400.60699962

10355

4577830477

10391.5673605

10346

4571956726

10437.7699604

10392

4591957870

10521.13552109

10475

4628790125

10475.93732553

10430

4609000757

10456.85364296

10411

4462680074

10424.71270389

10379

4448719557

10452.83602556

10407

4401143120

10479.95494289

10434

4412787050

10484.97696461

10439

4406739431

10495.02100806

10449

4283065660

10495.02100806

10449

4278675374

10484.9769646

10439

4254419456

10495.02100805

10449

4270367837

10504.06064716

10458

4274371480

10513.10028627

10467

4277972513

10523.14432972

10477

4271568021

10541.22360794

10495

4146831943

10542.22801228

10496

4125186774

10542.22801228

10496

4103749795

10537.20599055

10491

4059352791

10556.28967311

10510

4049871924

10622.58035992

10576

4075282207

10608.51869908

10562

4071782022

10613.5407208

10567

4063269020

10613.5407208

10567

4063247955

10584.41299477

10538

4043848984

10626.59797728

10580

4056200071

10594.45703821

10548

4043444551

10576.37775998

10530

4036252010

10584.41299474

10538

4039629097

10618.56274249

10572

4045916087

10618.56274249

10572

4045854178

10628.60678594

10582

4049602588

10636.6420207

10590

4055334240

10646.68606415

10600

4059095620

10646.68606415

10600

4045009956

10632.62440331

10586

4039685339

10604.50108163

10558

3967776728

10604.50108163

10558

3967757160

10604.50108163

10558

3966474431

10585.41739906

10539

3957359315

10557.29407738

10511

3943856090

10549.25884261

10503

3940510170

10567.33812083

10521

3947510225

10595.4614425

10549

3957813387

10651.70808585

10605

3988933169

10651.70808585

10595

3985479734

10633.61174365

10577

3973569033

10661.76160928

10605

3984267180

10661.76160928

10605

3973656041

10651.70808583

10595

3969949273

10652.71343817

10596

3970257343

10676.84189442

10620

3979083778

10662.7669616

10606

3967532637

10733.14162568

10676

3994000028

10763.302196

10706

3985140330

10716.05063582

10659

3967646005

10716.05063582

10659

3833111118

10783.40924287

10726

3846696192

10773.35571942

10716

3843150118

10744.20050144

10687

3826592417

10725.0988069

10668

3811634588

10725.0988069

10668

3811614888

10715.04528345

10658

3808080477

10695.94358891

10639

3802178549

10735.15233033

10678

3798997484

10726.10415923

10669

3795928524

10745.20585376

10688

3782892558

10754.25402485

10697

3786356785

10735.15233031

10678

3779771485

10696.94894123

10640

3765683644

10707.00246467

10650

3769146535

10669.80442793

10613

3755897861

10697.95429356

10641

3765974402

10682.87400839

10626

3768727516

10683.87936073

10627

3769017931

10702.98105526

10646

3766776662

10716.05063573

10659

3771629783

10688.90612243

10632

3761964560

10716.05063572

10659

3770440274

10736.1576826

10679

3777533382

10746.21120604

10689

3779927556

10736.15768259

10679

3775360215

10726.10415914

10669

3773852867

10717.05598804

10660

3770665323

10737.16303492

10680

3777703120

10737.16303492

10680

3777683596

10765.31290055

10708

3787753987

10755.2593771

10698

3784255467

10728.1148638

10671

3774455752

10737.16303489

10680

3776175968

10765.31290052

10708

3784105275

10785.4199474

10728

3790046107

10794.46811849

10737

3789197010

10794.46811849

10737

3783924177

10814.57516537

10757

3780513280

10852.77855444

10795

3793975513

10833.6768599

10776

3787043191

10871.88024897

10814

3782485681

10852.77855443

10795

3775891158

10882.93912475

10825

3786191344

10926.16927554

10868

3794418484

10926.16927554

10868

3779621786

10926.16927554

10868

3765119977

10966.3833693

10908

3779031559

10946.27632241

10888

3759905494

10946.27632241

10888

3749364216

10926.16927552

10868

3742572145

10956.32984584

10898

3752711826

10966.38336928

10908

3751790384

10965.37801693

10907

3751771982

10995.53858725

10937

3761899954

11070.94001305

11012

3775444542

11034.74732866

10976

3762234714

10995.53858724

10937

3748699628

10995.53858724

10937

3747633794

10955.32449347

10897

3728805738

10941.24956065

10883

3723740369

10990.51182551

10932

3740544721

10961.35660753

10903

3720195149

10956.3298458

10898

3718498329

11010.61887238

10952

3737927190

11030.72591926

10972

3744619875

11044.80085207

10986

3746262630

11015.64563409

10957

3736145692

11025.69915753

10967

3739815692

10975.43154032

10917

3712126813

10995.5385872

10937

3710577953

10945.27096999

10887

3693879080

10956.32984577

10898

3696405176

10976.43689265

10918

3694579445

10995.53858718

10937

3701214823

10989.50647311

10931

3683971268

10990.51182545

10932

3682209260

11010.61887233

10952

3688824472

11019.66704342

10961

3692426386

11029.72056686

10971

3695818625

11029.72056686

10971

3695814439

11019.66704341

10961

3586563229

11029.72056685

10971

3589755737

11048.82226138

10990

3596170954

11009.61351996

10951

3583284804

11089.03635514

11030

3609071012

11149.35749578

11090

3625758095

11114.17016373

11055

3614168853

11164.43778093

11105

3629988958

11175.49665671

11116

3633502888

11246.87667313

11187

3651495751

11293.12288095

11233

3651358234

11250.89808249

11191

3640894399

11303.17640438

11243

3662825788

11272.01048171

11212

3651997638

11245.87132076

11186

3632672759

11256.93019654

11197

3636165584

11277.03724342

11217

3642871709

11266.98371997

11207

3639341264

11245.87132074

11186

3632618466

11328.31021295

11268

3655495893

11308.20316606

11248

3648955372

11308.20316606

11248

3648946456

11350.42796451

11290

3649017883

11344.39585044

11284

3636202435



Bシート

		2019/08/30				資産別構成 シサンベツコウセイ								公社債種別構成 ベツコウセイ						格付別構成 カクヅベツコウセイ						ポートフォリオ特性値 トクセイアタイ						MF別構成 ベツコウセイ						組入上位銘柄 クミイジョウイメイガラ												残存期間別構成（ポート比） ザンゾンキカンベツコウセイ						平均残存期間 ヘイキンザンゾンキカン								ファンド

						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		2		9,903.2%				国債		9,903.2%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6				超長期国債18-20MF		10,020.1%				１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		4,953.0%				1年未満		---				年 ネン		18.5148624266						-1		20190731		2.7%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				---		---				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				---		---				１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		4,950.2%				1年以上2年未満		---				日 ヒ		6757.9247857019						-3		20190531		4.3%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		2		99.0322761829				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				96.8%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7				---		---				---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		7.0%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		---		1年未満		---

						合計 ゴウケイ		2		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7				---		---				---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		11.0%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0				---		---				---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9360						---		---				---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		8.7%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		---		4年以上5年未満		---

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来 セッテイライ				13.4%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		---		5年以上6年未満		---

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6				---		---				---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		---		6年以上7年未満		---

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				---		---				---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		---		7年以上8年未満		---

														合計 ゴウケイ		9,903.2%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7				合計 ゴウケイ		10,020.1%				合計 ゴウケイ								9,903.2%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		4,953.0%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				---												１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		4,950.2%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		99.0322761829				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		2		9,903.2%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				18年以上19年未満		5001.4%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.0%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				19年以上		4998.6%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		2		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		50.0139087489		18年以上19年未満		5001.4%

																				B+		---																---		---		---		---		---				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				49.9860913067		19年以上		4998.6%

																				B		---				---												---		---		---		---		---				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		---												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		---												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,903.2%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		---		1年未満		---

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

																				9360																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		---		4年以上5年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		---		5年以上6年未満		---

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---																														FR1		外国リート		0												6		～		7		---		6年以上7年未満		---

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,903.2%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		---		7年以上8年未満		---

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		10,000.0%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		10,000.0%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		4,953.0%																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		4,950.2%																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		49.5299121959		18年以上19年未満		4,953.0%

																				A-		---																																																																												19		～				49.5023639925		19年以上		4,950.2%

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				---						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		---				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		DB1		国内債券		2		0		0.00		3,601,014,038		99.03		3,601,014,038		99.03		3636202435		3,601,014,038		99.03



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20MF		3,643,495,164		100.20		3636202435



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		0001		国債		0		0.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		99.03		3636202435		3,601,014,038		99.03



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		AAA		0		0.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		100.00		3,601,014,038		99.03		3636202435				9360		超長期国債18-20マザーファンド		AAA		3,718,823,600		100.00		3,718,823,600		3762694524		3,601,014,038		100.00		99.03



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		20181220000006		１６６  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.7		20380920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.91		0.6205838808		0.026		19.07123288		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3,601,014,038		3636202435				49.99

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171220000009		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		1,191,733,024		32.77		1,191,733,024		32.77		3,601,014,038		3636202435				33.09

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180618000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		90,104,027		2.48		90,104,027		2.48		3,601,014,038		3636202435				2.50

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180717000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		75,086,689		2.06		75,086,689		2.06		3,601,014,038		3636202435				2.09

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180626000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		64,360,019		1.77		64,360,019		1.77		3,601,014,038		3636202435				1.79

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180704000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		64,360,019		1.77		64,360,019		1.77		3,601,014,038		3636202435				1.79

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180319000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		48,270,014		1.33		48,270,014		1.33		3,601,014,038		3636202435				1.34

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180629000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		28,962,009		0.80		28,962,009		0.80		3,601,014,038		3636202435				0.80

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180621000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		28,962,009		0.80		28,962,009		0.80		3,601,014,038		3636202435				0.80

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180328000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		27,889,342		0.77		27,889,342		0.77		3,601,014,038		3636202435				0.77

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180326000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		26,816,675		0.74		26,816,675		0.74		3,601,014,038		3636202435				0.74

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180703000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		26,816,675		0.74		26,816,675		0.74		3,601,014,038		3636202435				0.74

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180404000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		25,744,008		0.71		25,744,008		0.71		3,601,014,038		3636202435				0.71

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171225000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180706000010		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180705000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		21,453,340		0.59		21,453,340		0.59		3,601,014,038		3636202435				0.60

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180607000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		19,308,006		0.53		19,308,006		0.53		3,601,014,038		3636202435				0.54

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180528000005		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		18,235,339		0.50		18,235,339		0.50		3,601,014,038		3636202435				0.51



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		20371220		219		6687		0		0.00		1,801,007,873		49.53		1,801,007,873		49.53		3636202435		3312.0652279501

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		20380920		228		6961		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3636202435		3445.8595577518



&L&F&C&P&R&A



組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20371220										1.00		0		0.00		1,801,007,873		49.53		1,801,007,873		49.53		3636202435		1,801,007,873		49.53

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.7		20380920										1.00		0		0.00		1,800,006,165		49.50		1,800,006,165		49.50		3636202435		1,800,006,165		49.50



&L&F&C&P&R&A



ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		0.581097743		0.0179977738		17.6574297614		18.6957860042		6823.9618901042		3,601,014,040																						20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		0.5810977428		0.0179977746		17.6574297614		18.6957860047		6823.9618901633		3,718,823,600

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,191,733,024		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		645482609		11917330		20742113283		21833202010		7969118731488				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,230,721,360		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		666600000		12307214		21420705271		22547489689		8229833734320

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		48,270,014		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		26144660		482700		840139594		884333106		322781583618				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		49,849,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		27000000		498492		867625326		913264659		333341600400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		26,816,675		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14524811		268167		466744228		491296180		179323105725				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		27,694,000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		27,889,342		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15105804		278893		485413998		510948027		186496029954				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		28,801,760		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15600000		288018		501294633		527664025		192597369120

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		25,744,008		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		13943819		257440		448074459		471644333		172150181496				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		26,586,240		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14400000		265862		462733507		487074485		177782186880

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18,235,339		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		9876872		182353		317386075		334081403		121939711893				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18,831,920		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10200000		188319		327769568		345011093		125929049040

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19,308,006		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10457864		193080		336055844		353733250		129112636122				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19,939,680		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10800000		199397		347050130		365305864		133336640160

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		90,104,027		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		48803366		901040		1568260590		1650755147		602525628549				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		93,051,840		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		50400000		930518		1619567275		1704760697		622237654080

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		28,962,009		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15686796		289620		504083767		530599875		193668954183				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		29,909,520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		64,360,019		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		34859547		643600		1120186131		1179110814		430375447053				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		66,465,600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		28,962,009		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15686796		289620		504083767		530599875		193668954183				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		29,909,520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		26,816,675		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14524811		268167		466744228		491296180		179323105725				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		27,694,000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		64,360,019		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		34859547		643600		1120186131		1179110814		430375447053				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		66,465,600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		21,453,340		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		11619849		214533		373395383		393036944		143458484580				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		22,155,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		75,086,689		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		40669471		750867		1306883822		1375629286		502104689343				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		77,543,200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		42000000		775432		1349639396		1420633914		518531378400

		20190830		4671		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1,800,006,165		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1117054811		46800160		32238110415		34328336758		12529842914565				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1,858,894,560		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1153600000		48331259		33292801570		35451411053		12939765032160
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4671

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4671		10,005				10,005		20,009,990																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4671		9,979				9,979		36,340,933																基準価額 キジュンカガク		11284						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4671		10,010				10,010		46,493,931																純資産総額 ジュンシサンソウガク		3636202435

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4671		10,019				10,019		346,635,328																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		36億円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4671		10,000				10,000		413,359,591																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		11344.39585044						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4671		9,975				9,975		416,283,695																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4671		9,970				9,970		445,117,418																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4671		9,958				9,958		478,396,128																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4671		9,963				9,963		502,596,439																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4671		9,970				9,970		560,495,479																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4671		9,978				9,978		613,967,465

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4671		10,017				10,017		678,549,548

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4671		9,998				9,998		677,265,877																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4671		10,008				10,008		814,060,369																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4671		10,024				10,024		818,915,422																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4671		10,015				10,015		789,397,608																-1		20190731		2.7%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.9%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4671		10,017				10,017		875,534,132																-3		20190531		4.3%				-1		20190730		2.9%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4671		10,025				10,025		881,312,591																-6		20190228		7.0%				-3		20190530		4.7%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4671		10,042				10,042		949,865,286																-12		20180831		11.0%				-6		20190228		7.0%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4671		10,055				10,055		951,082,841																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		11.1%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4671		10,038				10,038		959,479,297																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4671		10,030				10,030		962,113,052																年初来 ネンショライ		20181231		8.7%				年初来 ネンショライ		20181231		8.7%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4671		10,026				10,026		961,716,651																設定来 セッテイク				13.4%				設定来 セッテイク				13.4%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4671		10,022				10,022		1,173,156,555

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4671		10,013				10,013		1,172,103,022																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4671		10,048				10,048		1,313,561,831																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4671		10,065				10,065		1,375,893,706																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4671		10,057				10,057		1,374,785,537																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4671		10,074				10,074		1,367,028,850																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4671		10,108				10,108		1,371,741,676																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4671		10,117				10,117		1,380,078,124																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4671		10,149				10,149		1,341,763,876																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4671		10,179				10,179		1,358,664,438																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4671		10,144				10,144		1,354,015,892																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4671		10,170				10,170		1,005,013,736																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4671		10,183				10,183		1,006,286,032

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4671		10,183				10,183		1,007,280,821																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4671		10,161				10,161		964,447,551																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4671		10,170				10,170		965,291,950																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4671		10,153				10,153		963,697,461																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4671		10,153				10,153		966,677,382																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4671		10,172				10,172		1,369,323,099																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4671		10,164				10,164		1,368,231,950																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4671		10,155				10,155		1,370,999,778																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4671		10,130				10,130		1,367,604,163																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4671		10,113				10,113		1,365,313,737																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4671		10,104				10,104		1,375,087,760																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4671		10,079				10,079		1,375,546,074

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4671		10,087				10,087		1,376,760,228

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4671		10,112				10,112		1,480,407,644

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4671		10,095				10,095		1,481,926,639

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4671		10,104				10,104		1,483,231,162

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4671		10,133				10,133		1,688,026,928

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4671		10,158				10,158		1,892,541,260

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4671		10,141				10,141		1,889,368,147

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4671		10,150				10,150		1,892,017,307

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4671		10,137				10,137		1,890,199,061

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4671		10,128				10,128		1,891,385,096

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4671		10,158				10,158		1,901,144,564

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4671		10,145				10,145		1,898,701,339

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4671		10,154				10,154		1,926,524,054

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4671		10,145				10,145		1,933,216,438

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4671		10,128				10,128		1,955,959,045

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4671		10,137				10,137		1,957,673,884

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4671		10,155				10,155		1,961,094,404

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4671		10,164				10,164		1,952,800,357

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4671		10,172				10,172		1,996,267,170

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4671		10,111				10,111		1,984,376,661

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4671		10,155				10,155		1,992,937,397

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4671		10,147				10,147		2,179,867,460

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4671		10,156				10,156		2,189,941,752

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4671		10,165				10,165		2,171,480,783

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4671		10,190				10,190		2,218,981,887

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4671		10,175				10,175		2,535,906,622

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4671		10,175				10,175		2,859,010,501

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4671		10,184				10,184		2,864,489,657

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4671		10,189				10,189		2,865,870,744

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4671		10,198				10,198		2,879,568,562

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4671		10,189				10,189		2,926,970,965

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4671		10,189				10,189		2,930,114,737

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4671		10,198				10,198		2,932,714,347

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4671		10,181				10,181		2,949,830,494

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4671		10,186				10,186		2,985,474,148

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4671		10,134				10,134		3,026,123,846

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4671		10,130				10,130		3,025,000,584

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4671		10,126				10,126		3,090,740,149

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4671		10,118				10,118		3,139,999,123

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4671		10,093				10,093		3,131,976,543

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4671		10,100				10,100		3,145,624,719

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4671		10,088				10,088		3,153,965,652

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4671		10,064				10,064		3,146,190,877

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4671		10,080				10,080		3,154,450,317

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4671		10,126				10,126		3,279,344,104

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4671		10,130				10,130		3,282,612,544

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4671		10,152				10,152		3,346,892,434

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4671		10,143				10,143		3,343,931,605

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4671		10,143				10,143		3,353,953,434

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4671		10,148				10,148		3,356,571,373

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4671		10,148				10,148		3,356,519,209

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4671		10,157				10,157		3,369,658,907

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4671		10,140				10,140		3,390,073,306

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4671		10,155				10,155		4,000,842,036

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4671		10,155				10,155		4,001,815,330

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4671		10,147				10,147		4,019,581,440

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4671		10,147				10,147		4,019,560,614

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4671		10,165				10,165		4,007,212,922

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4671		10,173				10,173		4,030,320,890

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4671		10,174				10,174		4,032,637,929

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4671		10,165				10,165		4,030,649,747

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4671		10,166				10,166		4,034,011,500

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4671		10,191				10,191		4,055,220,644

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4671		10,191				10,191		4,069,199,632

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4671		10,200				10,200		4,001,627,598

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4671		10,201				10,201		4,113,983,074

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4671		10,192				10,192		4,110,362,124

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4671		10,192				10,192		4,120,340,786

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4671		10,201				10,201		4,123,928,774

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4671		10,219				10,219		4,132,079,334

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4671		10,227				10,227		4,172,276,630

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4671		10,227				10,227		4,212,122,226

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4671		10,236				10,236		4,205,698,354

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4671		10,227				10,227		4,303,205,437

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4671		10,228				10,228		4,313,600,645

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4671		10,228				10,228		4,328,673,419

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4671		10,228				10,228		4,328,650,995

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4671		10,237				10,237		4,407,358,468

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4671		10,246				10,246		4,413,713,506

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4671		10,264				10,264		4,239,351,702

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4671		10,264				10,264		4,280,906,378

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4671		10,264				10,264		4,228,433,000

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4671		10,239				10,239		4,289,790,891

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4671		10,264				10,264		4,304,542,975

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4671		10,241		15		10,256		4,246,659,720

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4671		10,215				10,230		4,241,549,371

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4671		10,207				10,222		4,241,406,626

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4671		10,185				10,200		4,234,323,714

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4671		10,220				10,235		4,263,057,086

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4671		10,203				10,218		4,248,768,611

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4671		10,212				10,227		4,255,653,253

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4671		10,220				10,235		4,264,938,166

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4671		10,229				10,244		4,328,636,034

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4671		10,229				10,244		4,328,987,921

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4671		10,221				10,236		4,389,880,475

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4671		10,186				10,201		4,390,069,022

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4671		10,152				10,167		4,376,527,254

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4671		10,178				10,193		4,388,948,522

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4671		10,152				10,167		4,430,421,343

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4671		10,144				10,159		4,397,238,522

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4671		10,179				10,194		4,412,242,132

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4671		10,187				10,202		4,415,653,874

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4671		10,161				10,176		4,404,468,524

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4671		10,162				10,177		4,418,774,381

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4671		10,162				10,177		4,418,757,576

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4671		10,162				10,177		4,424,007,839

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4671		10,154				10,169		4,420,535,478

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4671		10,154				10,169		4,420,466,799

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4671		10,154				10,169		4,430,891,002

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4671		10,149				10,164		4,428,707,316

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4671		10,149				10,164		4,428,694,324

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4671		10,141				10,156		4,425,214,208

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4671		10,141				10,156		4,425,150,420

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4671		10,150				10,165		4,429,021,798

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4671		10,155				10,170		4,410,959,056

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4671		10,150				10,165		4,412,004,108

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4671		10,146				10,161		4,405,300,331

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4671		10,155				10,170		4,421,091,019

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4671		10,151				10,166		4,419,353,450

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4671		10,160				10,175		4,423,215,916

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4671		10,168				10,183		4,631,974,404

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4671		10,203				10,218		4,648,766,882

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4671		10,211				10,226		4,652,803,627

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4671		10,220				10,235		4,666,840,435

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4671		10,194				10,209		4,634,867,164

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4671		10,190				10,205		4,632,958,491

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4671		10,173				10,188		4,625,251,265

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4671		10,165				10,180		4,681,593,467

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4671		10,182				10,197		4,689,321,542

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4671		10,173				10,188		5,175,124,276

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4671		10,186				10,201		5,171,603,727

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4671		10,195				10,210		5,176,048,218

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4671		10,195				10,210		5,176,026,352

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4671		10,204				10,219		5,180,524,471

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4671		10,196				10,211		5,188,835,751

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4671		10,183				10,198		5,182,303,144

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4671		10,175				10,190		5,178,374,945

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4671		10,200				10,215		5,198,451,259

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4671		10,200				10,215		5,198,424,330

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4671		10,195				10,210		5,206,894,177

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4671		10,183				10,198		5,200,744,763

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4671		10,175				10,190		5,206,692,158

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4671		10,184				10,199		5,211,225,246

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4671		10,184				10,199		5,211,198,252

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4671		10,201				10,216		5,217,790,308

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4671		10,202				10,217		5,218,215,695

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4671		10,209				10,224		5,220,812,159

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4671		10,205				10,220		5,218,759,828

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4671		10,209				10,224		5,270,204,682

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4671		10,218				10,233		5,274,777,393

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4671		10,223				10,238		5,277,251,980

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4671		10,232				10,247		5,281,823,628

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4671		10,213				10,228		5,377,004,584

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4671		10,204				10,219		5,372,290,311

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4671		10,222				10,237		5,381,645,268

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4671		10,236				10,251		5,408,837,783

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4671		10,232				10,247		5,409,712,828

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4671		10,223				10,238		5,405,074,044

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4671		10,218				10,233		5,402,428,649

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4671		10,227				10,242		5,417,118,615

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4671		10,218				10,233		5,412,754,646

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4671		10,210				10,225		5,329,156,847

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4671		10,192				10,207		5,316,747,084

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4671		10,166				10,181		5,279,707,720

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4671		10,184				10,199		5,271,465,701

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4671		10,193				10,208		5,279,046,960

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4671		10,184				10,199		5,274,350,469

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4671		10,176				10,191		5,267,000,815

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4671		10,176				10,191		5,266,973,517

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4671		10,167				10,182		5,262,334,691

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4671		10,185				10,200		5,202,192,017

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4671		10,185				10,200		5,202,111,169

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4671		10,194				10,209		5,206,732,524

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4671		10,185				10,200		5,202,154,740

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4671		10,181				10,196		5,200,105,209

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4671		10,203				10,218		5,211,733,984

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4671		10,203				10,218		5,221,753,477

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4671		10,173				10,188		5,206,021,365

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4671		10,190				10,205		5,215,312,389

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4671		10,173				10,188		5,206,672,740

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4671		10,190				10,205		5,215,258,394

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4671		10,191				10,206		5,215,683,977

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4671		10,200				10,215		5,220,216,584

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4671		10,200				10,215		5,220,189,541

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4671		10,182				10,197		5,192,243,551

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4671		10,200				10,215		5,203,291,867

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4671		10,218				10,233		5,212,778,417

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4671		10,236				10,251		5,221,841,837

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4671		10,236				10,251		5,221,834,789

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4671		10,236				10,251		5,221,808,736

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4671		10,237				10,252		5,219,233,426

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4671		10,228				10,243		5,214,664,492

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4671		10,241				10,256		5,199,056,431

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4671		10,255				10,270		5,185,933,104

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4671		10,263				10,278		5,160,276,129

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4671		10,255				10,270		5,146,093,432

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4671		10,264				10,279		5,138,669,974

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4671		10,273				10,288		5,143,461,073

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4671		10,273				10,288		5,145,430,313

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4671		10,247				10,262		5,123,573,677

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4671		10,292				10,307		5,044,400,067

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4671		10,284				10,299		5,040,007,818

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4671		10,292				10,307		5,044,347,807

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4671		10,283				10,298		5,039,963,139

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4671		10,283				10,298		5,039,937,023

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4671		10,278		15		10,308		5,057,147,682

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4671		10,269				10,299		5,054,204,631

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4671		10,278				10,308		5,074,477,684

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4671		10,287				10,317		5,078,843,028

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4671		10,296				10,326		5,083,002,048

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4671		10,305				10,335		5,139,936,078

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4671		10,305				10,335		5,123,951,302

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4671		10,310				10,340		5,136,360,136

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4671		10,337				10,367		5,149,626,983

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4671		10,336				10,366		5,206,046,927

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4671		10,328				10,358		5,215,396,624

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4671		10,332				10,362		5,257,832,549

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4671		10,323				10,353		5,155,021,683

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4671		10,314				10,344		5,150,552,682

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4671		10,315				10,345		5,151,065,565

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4671		10,351				10,381		5,173,898,608

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4671		10,359				10,389		5,177,306,685

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4671		10,333				10,363		5,163,945,736

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4671		10,324				10,354		5,149,295,987

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4671		10,334				10,364		5,155,144,750

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4671		10,342				10,372		5,159,555,895

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4671		10,360				10,390		5,168,502,123

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4671		10,356				10,386		5,166,503,464

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4671		10,361				10,391		5,168,941,561

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4671		10,352				10,382		5,178,212,633

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4671		10,352				10,382		5,181,374,989

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4671		10,361				10,391		5,185,799,317

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4671		10,352				10,382		5,195,321,276

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4671		10,307				10,337		5,172,978,607

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4671		10,308				10,338		5,173,399,081

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4671		10,308				10,338		5,173,372,276

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4671		10,299				10,329		5,177,976,415

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4671		10,290				10,320		5,144,328,896

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4671		10,308				10,338		5,153,569,597

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4671		10,344				10,374		5,161,615,969

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4671		10,335				10,365		5,159,844,100

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4671		10,336				10,366		5,176,965,355

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4671		10,318				10,348		5,178,031,917

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4671		10,327				10,357		5,182,467,456

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4671		10,327				10,357		5,175,695,569

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4671		10,327				10,357		5,178,670,745

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4671		10,319				10,349		5,174,626,626

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4671		10,310				10,340		5,139,161,521

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4671		10,301				10,331		5,134,703,586

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4671		10,292				10,322		5,150,244,649

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4671		10,292				10,322		5,150,217,901

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4671		10,302				10,332		5,163,038,779

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4671		10,311				10,341		5,187,473,336

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4671		10,328				10,358		5,206,393,482

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4671		10,328				10,358		5,213,334,278

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4671		10,337				10,367		5,222,284,583

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4671		10,342				10,372		5,254,724,764

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4671		10,356				10,386		5,264,732,707

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4671		10,373				10,403		5,257,143,732

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4671		10,356				10,386		5,280,077,619

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4671		10,347				10,377		5,270,667,363

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4671		10,329				10,359		5,183,916,145

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4671		10,338				10,368		5,188,351,193

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4671		10,329				10,359		5,186,846,254

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4671		10,338				10,368		5,224,235,300

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4671		10,347				10,377		5,228,702,053

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4671		10,339				10,369		5,196,012,366

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4671		10,330				10,360		5,191,519,288

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4671		10,330				10,360		5,211,492,302

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4671		10,348				10,378		5,219,393,348

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4671		10,365				10,395		5,238,334,834

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4671		10,366				10,396		5,415,985,871

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4671		10,375				10,405		5,434,587,469

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4671		10,366				10,396		5,431,891,871

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4671		10,367				10,397		5,471,039,566

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4671		10,376				10,406		5,485,702,712

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4671		10,367				10,397		5,590,917,385

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4671		10,358				10,388		5,589,106,807

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4671		10,358				10,388		5,592,078,870

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4671		10,376				10,406		5,606,165,870

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4671		10,376				10,406		5,653,782,285

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4671		10,385				10,415		5,658,532,598

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4671		10,386				10,416		5,709,137,529

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4671		10,395				10,425		5,838,141,339

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4671		10,412				10,442		5,888,113,431

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4671		10,412				10,442		5,930,114,553

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4671		10,422				10,452		5,909,030,006

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4671		10,413				10,443		5,853,032,880

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4671		10,404				10,434		5,848,107,737

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4671		10,413				10,443		5,832,876,561

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4671		10,413				10,443		5,833,045,261

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4671		10,417				10,447		5,995,616,943

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4671		10,409				10,439		5,990,136,148

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4671		10,418				10,448		5,995,888,049

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4671		10,427				10,458		6,011,071,631

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4671		10,290				10,320		5,928,934,786

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4671		10,241				10,271		5,904,825,278

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4671		10,285				10,315		5,931,846,002

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4671		10,250				10,280		5,906,918,542

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4671		10,237				10,267		5,898,121,209

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4671		10,198				10,228		5,874,891,071

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4671		10,321				10,351		5,952,325,820

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4671		10,207				10,237		5,815,903,741

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4671		10,181				10,211		5,799,237,521

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4671		10,172				10,202		5,800,266,692

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4671		10,185				10,215		5,802,324,093

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4671		10,186				10,216		5,802,896,293

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4671		10,168				10,198		5,792,742,199

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4671		10,177				10,207		5,797,775,713

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4671		10,194				10,224		5,807,872,756

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4671		10,212				10,242		5,819,354,455

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4671		10,194				10,224		5,814,196,996

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4671		10,195				10,225		5,815,674,868

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4671		10,186				10,216		5,810,576,997

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4671		10,186				10,216		5,810,546,883

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4671		10,187				10,217		5,811,019,736

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4671		10,213				10,243		5,825,637,588

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4671		10,196				10,226		5,816,398,474

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4671		10,196				10,226		5,817,318,306

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4671		10,200				10,230		5,820,491,320

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4671		10,213				10,243		5,769,198,023

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4671		10,204				10,234		5,765,183,807

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4671		10,204				10,234		5,765,155,915

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4671		10,179				10,209		5,740,577,971

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4671		10,187				10,217		5,755,682,453

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4671		10,179				10,209		5,751,130,869

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4671		10,179				10,209		5,751,101,066

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4671		10,192				10,222		5,758,322,162

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4671		10,201				10,231		5,749,911,030

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4671		10,202				10,232		5,750,436,859

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4671		10,178		15		10,223		5,730,905,569

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4671		10,187				10,232		5,737,545,447

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4671		10,187				10,232		5,737,517,715

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4671		10,188				10,233		5,738,043,189

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4671		10,187				10,232		5,492,211,516

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4671		10,179				10,224		5,487,846,469

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4671		10,170				10,215		5,473,180,665

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4671		10,166				10,211		5,471,030,569

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4671		10,128				10,173		5,450,320,210

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4671		10,112				10,157		5,441,721,290

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4671		10,120				10,165		5,445,965,433

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4671		10,145				10,190		5,460,729,575

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4671		10,121				10,166		5,447,438,350

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4671		10,113				10,158		5,443,113,067

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4671		10,121				10,166		5,381,821,802

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4671		10,121				10,166		5,382,328,008

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4671		10,054				10,098		5,346,659,637

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4671		10,080				10,124		5,158,428,616

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4671		10,064				10,108		5,150,250,755

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4671		10,073				10,117		5,154,765,098

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4671		10,102				10,146		5,168,897,322

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4671		10,086				10,130		5,160,297,040

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4671		10,090				10,134		5,162,738,460

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4671		10,086				10,130		5,162,695,416

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4671		10,094				10,138		5,166,704,711

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4671		10,078				10,122		5,158,605,859

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4671		10,078				10,122		5,158,579,132

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4671		10,064				10,108		4,652,426,295

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4671		10,081				10,125		4,661,152,058

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4671		10,114				10,159		4,676,620,790

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4671		10,156				10,201		4,696,190,500

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4671		10,165				10,210		4,697,619,437

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4671		10,174				10,219		4,701,646,093

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4671		10,153				10,198		4,692,060,215

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4671		10,136				10,181		4,684,393,478

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4671		10,136				10,181		4,684,369,204

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4671		10,123				10,168		4,678,424,663

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4671		10,115				10,160		4,674,708,702

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4671		10,116				10,161		4,675,139,885

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4671		10,116				10,161		4,659,489,741

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4671		10,116				10,161		4,666,911,368

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4671		10,125				10,170		4,660,991,769

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4671		10,134				10,179		4,665,001,840

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4671		10,151				10,196		4,672,691,110

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4671		10,167				10,212		4,680,378,354

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4671		10,172				10,217		4,583,311,068

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4671		10,172				10,217		4,566,301,382

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4671		10,206				10,251		4,582,706,611

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4671		10,190				10,235		4,575,161,646

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4671		10,206				10,251		4,582,661,150

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4671		10,206				10,251		4,582,637,404

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4671		10,224				10,269		4,590,506,076

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4671		10,224				10,269		4,590,497,243

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4671		10,207				10,252		4,571,512,369

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4671		10,241				10,286		4,586,935,979

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4671		10,241				10,286		4,576,826,531

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4671		10,246				10,291		4,578,443,642

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4671		10,285				10,330		4,596,030,613

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4671		10,268				10,313		4,588,081,983

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4671		10,276				10,321		4,590,461,513

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4671		10,251				10,296		4,578,994,986

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4671		10,285				10,330		4,594,328,605

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4671		10,286				10,331		4,594,746,896

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4671		10,277				10,322		4,587,676,340

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4671		10,268				10,313		4,583,593,853

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4671		10,295				10,340		4,595,444,268

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4671		10,303				10,348		4,597,271,878

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4671		10,321				10,366		4,605,161,522

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4671		10,308				10,353		4,599,423,093

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4671		10,348				10,394		4,592,820,900

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4671		10,310				10,355		4,562,826,409

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4671		10,364				10,410		4,581,645,474

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4671		10,355				10,401		4,577,830,477

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4671		10,346				10,392		4,571,956,726

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4671		10,392				10,438		4,591,957,870

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4671		10,475				10,521		4,628,790,125

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4671		10,430				10,476		4,609,000,757

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4671		10,411				10,457		4,462,680,074

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4671		10,379				10,425		4,448,719,557

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4671		10,407				10,453		4,401,143,120

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4671		10,434				10,480		4,412,787,050

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4671		10,439				10,485		4,406,739,431

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4671		10,449				10,495		4,283,065,660

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4671		10,449				10,495		4,278,675,374

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4671		10,439				10,485		4,254,419,456

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4671		10,449				10,495		4,270,367,837

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4671		10,458				10,504		4,274,371,480

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4671		10,467				10,513		4,277,972,513

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4671		10,477				10,523		4,271,568,021

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4671		10,495				10,541		4,146,831,943

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4671		10,496				10,542		4,125,186,774

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4671		10,496				10,542		4,103,749,795

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4671		10,491				10,537		4,059,352,791

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4671		10,510				10,556		4,049,871,924

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4671		10,576				10,623		4,075,282,207

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4671		10,562				10,609		4,071,782,022

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4671		10,567				10,614		4,063,269,020

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4671		10,567				10,614		4,063,247,955

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4671		10,538				10,584		4,043,848,984

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4671		10,580				10,627		4,056,200,071

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4671		10,548				10,594		4,043,444,551

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4671		10,530				10,576		4,036,252,010

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4671		10,538				10,584		4,039,629,097

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4671		10,572				10,619		4,045,916,087

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4671		10,572				10,619		4,045,854,178

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4671		10,582				10,629		4,049,602,588

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4671		10,590				10,637		4,055,334,240

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4671		10,600				10,647		4,059,095,620

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4671		10,600				10,647		4,045,009,956

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4671		10,586				10,633		4,039,685,339

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4671		10,558				10,605		3,967,776,728

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4671		10,558				10,605		3,967,757,160

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4671		10,558				10,605		3,966,474,431

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4671		10,539				10,585		3,957,359,315

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4671		10,511				10,557		3,943,856,090

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4671		10,503				10,549		3,940,510,170

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4671		10,521				10,567		3,947,510,225

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4671		10,549				10,595		3,957,813,387

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4671		10,605				10,652		3,988,933,169

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4671		10,595		10		10,652		3,985,479,734

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4671		10,577				10,634		3,973,569,033

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4671		10,605				10,662		3,984,267,180

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4671		10,605				10,662		3,973,656,041

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4671		10,595				10,652		3,969,949,273

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4671		10,596				10,653		3,970,257,343

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4671		10,620				10,677		3,979,083,778

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4671		10,606				10,663		3,967,532,637

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4671		10,676				10,733		3,994,000,028

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4671		10,706				10,763		3,985,140,330

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4671		10,659				10,716		3,967,646,005

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4671		10,659				10,716		3,833,111,118

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4671		10,726				10,783		3,846,696,192

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4671		10,716				10,773		3,843,150,118

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4671		10,687				10,744		3,826,592,417

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4671		10,668				10,725		3,811,634,588

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4671		10,668				10,725		3,811,614,888

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4671		10,658				10,715		3,808,080,477

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4671		10,639				10,696		3,802,178,549

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4671		10,678				10,735		3,798,997,484

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4671		10,669				10,726		3,795,928,524

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4671		10,688				10,745		3,782,892,558

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4671		10,697				10,754		3,786,356,785

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4671		10,678				10,735		3,779,771,485

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4671		10,640				10,697		3,765,683,644

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4671		10,650				10,707		3,769,146,535

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4671		10,613				10,670		3,755,897,861

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4671		10,641				10,698		3,765,974,402

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4671		10,626				10,683		3,768,727,516

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4671		10,627				10,684		3,769,017,931

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4671		10,646				10,703		3,766,776,662

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4671		10,659				10,716		3,771,629,783

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4671		10,632				10,689		3,761,964,560

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4671		10,659				10,716		3,770,440,274

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4671		10,679				10,736		3,777,533,382

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4671		10,689				10,746		3,779,927,556

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4671		10,679				10,736		3,775,360,215

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4671		10,669				10,726		3,773,852,867

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4671		10,660				10,717		3,770,665,323

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4671		10,680				10,737		3,777,703,120

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4671		10,680				10,737		3,777,683,596

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4671		10,708				10,765		3,787,753,987

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4671		10,698				10,755		3,784,255,467

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4671		10,671				10,728		3,774,455,752

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4671		10,680				10,737		3,776,175,968

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4671		10,708				10,765		3,784,105,275

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4671		10,728				10,785		3,790,046,107

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4671		10,737				10,794		3,789,197,010

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4671		10,737				10,794		3,783,924,177

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4671		10,757				10,815		3,780,513,280

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4671		10,795				10,853		3,793,975,513

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4671		10,776				10,834		3,787,043,191

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4671		10,814				10,872		3,782,485,681

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4671		10,795				10,853		3,775,891,158

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4671		10,825				10,883		3,786,191,344

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4671		10,868				10,926		3,794,418,484

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4671		10,868				10,926		3,779,621,786

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4671		10,868				10,926		3,765,119,977

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4671		10,908				10,966		3,779,031,559

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4671		10,888				10,946		3,759,905,494

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4671		10,888				10,946		3,749,364,216

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4671		10,868				10,926		3,742,572,145

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4671		10,898				10,956		3,752,711,826

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4671		10,908				10,966		3,751,790,384

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4671		10,907				10,965		3,751,771,982

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4671		10,937				10,996		3,761,899,954

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4671		11,012				11,071		3,775,444,542

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4671		10,976				11,035		3,762,234,714

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4671		10,937				10,996		3,748,699,628

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4671		10,937				10,996		3,747,633,794

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4671		10,897				10,955		3,728,805,738

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4671		10,883				10,941		3,723,740,369

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4671		10,932				10,991		3,740,544,721

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4671		10,903				10,961		3,720,195,149

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4671		10,898				10,956		3,718,498,329

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4671		10,952				11,011		3,737,927,190

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4671		10,972				11,031		3,744,619,875

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4671		10,986				11,045		3,746,262,630

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4671		10,957				11,016		3,736,145,692

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4671		10,967				11,026		3,739,815,692

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4671		10,917				10,975		3,712,126,813

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4671		10,937				10,996		3,710,577,953

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4671		10,887				10,945		3,693,879,080

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4671		10,898				10,956		3,696,405,176

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4671		10,918				10,976		3,694,579,445

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4671		10,937				10,996		3,701,214,823

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4671		10,931				10,990		3,683,971,268

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4671		10,932				10,991		3,682,209,260

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4671		10,952				11,011		3,688,824,472

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4671		10,961				11,020		3,692,426,386

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4671		10,971				11,030		3,695,818,625

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4671		10,971				11,030		3,695,814,439

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4671		10,961				11,020		3,586,563,229

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4671		10,971				11,030		3,589,755,737

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4671		10,990				11,049		3,596,170,954

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4671		10,951				11,010		3,583,284,804

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4671		11,030				11,089		3,609,071,012

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4671		11,090				11,149		3,625,758,095

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4671		11,055				11,114		3,614,168,853

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4671		11,105				11,164		3,629,988,958

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4671		11,116				11,175		3,633,502,888

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4671		11,187				11,247		3,651,495,751

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4671		11,233				11,293		3,651,358,234

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4671		11,191				11,251		3,640,894,399

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4671		11,243				11,303		3,662,825,788

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4671		11,212				11,272		3,651,997,638

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4671		11,186				11,246		3,632,672,759

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4671		11,197				11,257		3,636,165,584

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4671		11,217				11,277		3,642,871,709

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4671		11,207				11,267		3,639,341,264

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4671		11,186				11,246		3,632,618,466

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4671		11,268				11,328		3,655,495,893

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4671		11,248				11,308		3,648,955,372

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4671		11,248				11,308		3,648,946,456

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4671		11,290				11,350		3,649,017,883

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4671		11,284				11,344		3,636,202,435
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4671

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9360		超長期国債18-20マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,241				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		15		30		10,278				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						55

		第3期		2018/09/10		15		45		10,178

		第4期		2019/03/11		10		55		10,595

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,241				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						55

		第2期		2018/03/12		15		30		10,278				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						55

		第3期		2018/09/10		15		45		10,178

		第4期		2019/03/11		10		55		10,595
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4671		1		20170911		70		21.7		108.72		125.75		5.75		0		0		10256.27		15		10241

		20170911140		4671		1		20170911		140		20.76		104.01		125.75		5.75		0		0		256.27		15		10241

		20170911160		4671		1		20170911		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10241

		20170911210		4671		1		20170911		210		0		0		125.75		5.75		5.76		104.01		10241.27		15		10241

		20180312070		4671		2		20180312		70		33.33		40.59		111.57		35.3		4.29		77.43		10293.05		15		10278

		20180312140		4671		2		20180312		140		29.06		35.4		111.57		35.3		4.29		77.43		293.05		15		10278

		20180312160		4671		2		20180312		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10278

		20180312210		4671		2		20180312		210		0		0		111.57		35.3		18.36		112.82		10278.05		15		10278

		20180910070		4671		3		20180910		70		28.22		-123.12		129.21		67.87		13.96		85.84		10192.84		15		10178

		20180910140		4671		3		20180910		140		19.08		0		6.09		67.87		13.96		85.84		192.84		15		10178

		20180910160		4671		3		20180910		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10178

		20180910210		4671		3		20180910		210		0		0		129.21		67.87		18.04		85.84		10177.84		15		10178

		20190311070		4671		4		20190311		70		32.12		403.87		130.73		69.25		17.81		84.76		10605.4		10		10595

		20190311140		4671		4		20190311		140		31.27		271.58		130.73		69.25		17.81		84.76		605.4		10		10595

		20190311160		4671		4		20190311		160		-10		0		0		0		0		0		-10		10		10595

		20190311210		4671		4		20190311		210		0		0		130.73		69.25		39.08		356.34		10595.4		10		10595





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
15円		第2期
18.3.12
15円		第3期
18.9.10
15円		第4期
19.3.11
10円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		22		21		109		104		0		0		0		132		126		6		256		15		10,241						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		33		29		41		35		82		4		77		147		112		35		293		15		10,278				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		21		29		19		31		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		28		19		△ 123		0		100		14		86		74		6		68		193		15		10,178				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		241		278		178		595		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		15		15		15		10		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		32		31		404		272		103		18		85		200		131		69		605		10		10,595

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-10				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0





 


（注）「その他の費用・手数料」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。 


※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせ ください。 


※ 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。  


※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」 をご覧ください。 


 


投資者が直接的に負担する費用  


  料率等  費用の内容 


購入時手数料 


販売会社が別に定める率 


〈上限〉0.54％（税抜0.5％） 


スイッチング（乗換え）によ


る購入時の申込手数料につい


ては、販売会社にお問合わせ


ください。 


購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、


取引執行等の対価です。 


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  


  料率等  費用の内容 


運用管理費用 


（信託報酬） 


[マネーコース]以外のコース 


年率0.7452％ 


（税抜0.690％）以内 


運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対し


て左記の率を乗じて得た額とします。  


[マネーコース] 


各月ごとに決定するものとし、各月の 1日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信


託報酬）の率は、各月の前月の最終 5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に


0.54（税抜0.5）を乗じて得た率とします。ただし、当該率が年率 0.972％（税抜0.90％）


を超える場合には、年率0.972％（税抜0.90％）とし、当該率が年率0.000108%（税抜


0.0001%）を下る場合には、年率0.000108%（税抜0.0001%）とします。 


[マネーコース]以外のコース 


前記の運用管理費用（年率）は、毎月 10日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から 2017


年3月10日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業日）におけ


る新発10年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対し


て以下の率とします。 


新発10年国債の利回りが 


イ． 1％未満の場合 ……………… 年率0.1836％(税抜0.17％) 


ロ． 1％以上2％未満の場合 …… 年率0.3132％(税抜0.29％) 


ハ． 2％以上3％未満の場合 …… 年率0.4212％(税抜0.39％) 


ニ． 3％以上4％未満の場合 …… 年率0.5292％(税抜0.49％) 


ホ． 4％以上5％未満の場合 …… 年率0.6372％(税抜0.59％) 


ヘ． 5％以上の場合 ……………… 年率0.7452％(税抜0.69％) 


その他の費用・ 


手数料 


（注） 


監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オ


プション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の


費用等を信託財産でご負担いただきます。 






コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt
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「超長期国債＆住宅金融支援機構債コース」について

超長期国債
50％程度

機構債
50％程度

日本国債コース 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース超長期国債コース

※超長期国債部分の運用については、「超長期国債コース」と同様です。

－POINT－
 「超長期国債」と「機構債」に均等投資

（それぞれ50%程度）。
 「超長期国債」に「機構債」が50%程度加わる

ことで、金利変動の影響をある程度抑えながら
魅力的な利回りが期待できます。

ファンドの資産構成

当コースは、一般社団法人投資信託協
会規則の「信用リスク集中回避のための投
資制限（分散投資規制）」に定められた
比率を超えて、特定の発行体の発行する
銘柄に集中して投資する、特化型運用を
行なうファンドです。したがって、発行体に
経営破綻や経営・財務状況の悪化などが
生じた場合には、大きな損失が発生するこ
とがあります。

当コースの運用状況（基準日：2019年8月30日）

※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率
0.1836%（税込）です。※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（「ファンドの費用」をご
覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換
金時の費用・税金等は考慮していません。※比率は、純資産総額に対するものです。※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高
いものを採用し、算出しています。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆･保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移 主要な資産の状況

分配の推移（1万口当たり、税引前）

2019年8月30日現在

決算期 第1期（’17/9） 第2期（’18/3） 第3期（’18/9） 第4期（’19/3）

分配金 15円 15円 10円 5円

設定来分配金
合計額
45円

当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日
基準価額 10,818 円
純資産総額 237百万円

期間別騰落率
期間
1カ月間
3カ月間
6カ月間
1年間
3年間
5年間
年初来
設定来

+5.2 % 
+8.7 % 

+1.7 % 
+2.7 % 
+4.3 % 
+6.7 % 

----- 
----- 

ファンド

0

10

20

30

40

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

設定時 17/12/21 18/10/18 19/8/21

純
資
産
総
額
（
億
円
）

基
準
価
額
（
円
）

純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額

資産別構成
直接利回り（％）

国内債券 最終利回り（％）
国内債券先物 修正デュレーション
コール・ローン、その他
合計

債券 格付別構成

国債 AAA
ABS・MBS等 AA

A
BBB
BB以下 ---

---
---

49.1% ---
49.5% 100.0%

債券 種別構成 合計98.6%
種別 比率 格付別 比率

合計100.0%

※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債
券等の各特性値（直接利回り、最終利回り
等）を、その組入比率で加重平均したものです。

1.4%
9 100.0%

--- --- 12.1
9 98.6% 0.0

債券 ポートフォリオ特性値
資産 銘柄数 比率 0.5
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		1

		2				投資者の皆さまへ																						ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース																																																																																																				Monthly Fund Report

		3

		4

		5

		6

		7																																		追加型投信／国内／債券

		8																																										信託期間										：		2017年3月1日　から　2022年3月10日　まで　																																														基　準　日										：		2019"年"8"月"30"日"

		9																																										決算日										：		毎年3月10日および9月10日 （休業日の場合翌営業日） マイトシガツカガツニチ																																														回次コード										：		4672

		10				当ファンドは、特化型運用を行います。																																																																																																																										※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

		11				≪基準価額・純資産の推移≫ キジュンカガクジュンシサンスイイ

		12																																																																																																																				当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		13				43707.0

		14

		15				基準価額 キジュンカガク														10,818 円

		16				純資産総額 ジュンシサンソウガク														237百万円

		17

		18				期間別騰落率

		19				期間 キカン														ファンド

		20				1カ月間 ゲツ														+1.7 %

		21				3カ月間														+2.7 %

		22				6カ月間														+4.3 %

		23				1年間														+6.7 %

		24				3年間														0.0 %

		25				5年間														0.0 %

		26				年初来 ネンショライ														+5.2 %

		27				設定来 セッテイライ														+8.7 %

		28

		29				※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率0.1836%（税込）です。

		30				※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ブンパイキンサイトウシ

		31

		32

		33

		34				≪分配の推移≫																																										≪主要な資産の状況≫																																																																																※比率は、純資産総額に対するものです。

		35																																										（1万口当たり、税引前）

		36				決算期（年/月）																												分配金														資産別構成 シサンベツコウセイ																																										債券 ポートフォリオ特性値 サイケントクセイチ

		37																																														資産																								銘柄数								比率										直接利回り（％）																																0.5

		38				第1期																(17/09)												15円														国内債券																								9								9855.1%										最終利回り（％）																																0.0

		39				第2期																(18/03)												15円														国内債券先物																								---								---										修正デュレーション																																12.1

		40				第3期																(18/09)												10円														コール・ローン、その他																																144.9%

		41				第4期																(19/03)												5円														合計																								9								10000.0%										※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

		42				0																0												0円

		43				0																0												0円

		44				0																0												0円														債券 種別構成 サイケンタネベツコウセイ																												合計9855.1%														債券 格付別構成 サイケンカクヅケベツコウセイ																												合計10000.0%

		45				0																0												0円														種別 シュベツ																																比率 ヒリツ										格付別 カクヅケベツ																																比率 ヒリツ

		46				0																0												0円														国債																																4947.9%										AAA																																10000.0%

		47				0																0												0円														ABS・MBS等																																4907.2%										AA																																---

		48				0																0												0円														0																																0.0%										A																																---

		49				0																0												0円														0																																0.0%										BBB																																---

		50				0																0												0円														0																																0.0%										BB以下																																---

		51				分配金合計額																				設定来： 45円

		52																								直近12期：

		53				※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61				※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。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、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		1

		2

		3				組入上位10銘柄																																																																																																												合計9855.1%

		4				銘柄名																																																																				利率（％） リリツ																				償還日 ショウカンビ																				比率

		5				１６３  ２０年国債																																																																				0.6																				2037/12/20																				2474.7%

		6				１６６  ２０年国債																																																																				0.7																				2038/09/20																				2473.3%

		7				１０８  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.34																				2051/05/10																				1771.0%

		8				１０７  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.48																				2051/04/10																				1604.3%

		9				１００  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.84																				2050/09/10																				586.4%

		10				１０５  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.79																				2051/02/10																				316.3%

		11				１０３  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.86																				2050/12/10																				309.9%

		12				１１５  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.41																				2051/12/10																				169.8%

		13				９９  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.88																				2050/08/10																				149.4%

		14				---																																																																				---																				---																				---

		15				※比率は、純資産総額に対するものです。

		16

		17

		18				≪ファンドマネージャーのコメント≫																																																																																																																										※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
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FundReport

		設定時		設定時		設定時

		17/3/1		17/3/1		17/3/1

		17/3/2		17/3/2		17/3/2

		17/3/3		17/3/3		17/3/3

		17/3/6		17/3/6		17/3/6

		17/3/7		17/3/7		17/3/7

		17/3/8		17/3/8		17/3/8

		17/3/9		17/3/9		17/3/9

		17/3/10		17/3/10		17/3/10

		17/3/13		17/3/13		17/3/13

		17/3/14		17/3/14		17/3/14

		17/3/15		17/3/15		17/3/15

		17/3/16		17/3/16		17/3/16

		17/3/17		17/3/17		17/3/17

		17/3/21		17/3/21		17/3/21

		17/3/22		17/3/22		17/3/22

		17/3/23		17/3/23		17/3/23

		17/3/24		17/3/24		17/3/24

		17/3/27		17/3/27		17/3/27

		17/3/28		17/3/28		17/3/28

		17/3/29		17/3/29		17/3/29

		17/3/30		17/3/30		17/3/30

		17/3/31		17/3/31		17/3/31

		17/4/3		17/4/3		17/4/3

		17/4/4		17/4/4		17/4/4

		17/4/5		17/4/5		17/4/5

		17/4/6		17/4/6		17/4/6

		17/4/7		17/4/7		17/4/7

		17/4/10		17/4/10		17/4/10

		17/4/11		17/4/11		17/4/11

		17/4/12		17/4/12		17/4/12

		17/4/13		17/4/13		17/4/13

		17/4/14		17/4/14		17/4/14

		17/4/17		17/4/17		17/4/17

		17/4/18		17/4/18		17/4/18

		17/4/19		17/4/19		17/4/19

		17/4/20		17/4/20		17/4/20

		17/4/21		17/4/21		17/4/21

		17/4/24		17/4/24		17/4/24

		17/4/25		17/4/25		17/4/25

		17/4/26		17/4/26		17/4/26

		17/4/27		17/4/27		17/4/27

		17/4/28		17/4/28		17/4/28

		17/5/1		17/5/1		17/5/1

		17/5/2		17/5/2		17/5/2

		17/5/8		17/5/8		17/5/8

		17/5/9		17/5/9		17/5/9

		17/5/10		17/5/10		17/5/10

		17/5/11		17/5/11		17/5/11

		17/5/12		17/5/12		17/5/12

		17/5/15		17/5/15		17/5/15

		17/5/16		17/5/16		17/5/16

		17/5/17		17/5/17		17/5/17

		17/5/18		17/5/18		17/5/18

		17/5/19		17/5/19		17/5/19

		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30

		17/5/31		17/5/31		17/5/31

		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

10002

10002

20004995

9975

9975

19951956

10000

10000

20012792

10035

10035

20084536

10024

10024

20364430

10007

10007

20330882

10003

10003

36493928

9997

9997

46469240

9999

9999

48676482

10003

10003

48698118

10007

10007

51019340

10034

10034

55148781

10033

10033

315482634

10041

10041

315743047

10053

10053

317136049

10050

10050

347075694

10048

10048

359473902

10053

10053

398650595

10063

10063

399044161

10068

10068

462684700

10056

10056

457127411

10051

10051

460356873

10046

10046

460144719

10046

10046

410242555

10042

10042

410077850

10064

10064

410992664

10077

10077

411520302

10072

10072

412310289

10084

10084

413476441

10107

10107

414455765

10113

10113

395566880

10132

10132

406324458

10149

10149

407036290

10127

10127

404946285

10141

10141

395467809

10146

10146

395173036

10146

10146

398135278

10132

10132

398732509

10138

10138

399979821

10128

10128

399565851

10128

10128

399563782

10144

10144

400477113

10141

10141

400334138

10134

10134

402989419

10118

10118

402324097

10106

10106

403043324

10099

10099

402742857

10083

10083

412106048

10088

10088

412327609

10104

10104

412971748

10093

10093

412622437

10098

10098

412823467

10116

10116

413673121

10134

10134

414383093

10122

10122

413908339

10130

10130

365419079

10121

10121

365112185

10117

10117

374949446

10137

10137

375684743

10129

10129

375402848

10134

10134

375603506

10130

10130

375436280

10118

10118

374991517

10123

10123

375205160

10134

10134

350259716

10140

10140

350564521

10142

10142

360664932

10104

10104

369266697

10132

10132

370281670

10126

10126

370057530

10129

10129

370181529

10133

10133

400310018

10151

10151

400995490

10141

10141

403622590

10142

10142

403635993

10152

10152

201908001

10154

10154

201946154

10158

10158

202033724

10155

10155

203163113

10155

10155

203170066

10162

10162

203298453

10151

10151

203078734

10152

10152

203116014

10116

10116

202388664

10115

10115

202356068

10112

10112

202428935

10105

10105

202277942

10088

10088

202928520

10092

10092

203027509

10085

10085

202874298

10071

10071

202603695

10083

10083

202832962

10112

10112

203422010

10114

10114

203461839

10128

10128

213757905

10123

10123

213642425

10123

10123

213651955

10128

10128

213855769

10128

10128

213852451

10132

10132

214046379

10120

10120

213782245

10132

10132

214043979

10136

10136

214117412

10131

10131

214119215

10133

10133

214171383

10143

10143

224400588

10149

10149

245526309

10150

10150

245562433

10146

10146

365402066

10146

10146

366412630

10163

10163

367039479

10164

10164

367055787

10172

10172

357282301

10173

10173

359431148

10171

10171

359344310

10170

10170

359306774

10177

10177

359551343

10187

10187

359913813

10191

10191

360074205

10192

10192

360107999

10198

10198

460334254

10196

10196

460245061

10199

10199

480329796

10200

10200

480572037

10199

10199

480522009

10203

10203

485626680

10210

10210

493913082

10221

10221

494419077

10219

10219

494368715

10219

10219

495360785

10206

10206

496862426

10224

10224

497754157

10215

10200

496603071

10195.97205882

10181

495763417

10189.96323529

10175

445106707

10172.93823529

10158

444386935

10197.97499999

10183

445470508

10184.95588234

10170

444918895

10189.96323528

10175

449111474

10194.97058822

10180

449332896

10202.98235292

10188

450182300

10202.98235292

10188

450174834

10196.97352939

10182

449909505

10171.93676468

10157

448810157

10147.90147056

10133

447832458

10160.9205882

10146

548630205

10142.89411761

10128

547682282

10136.88529408

10122

467608385

10162.92352937

10148

468800648

10169.93382348

10155

458489092

10151.90735289

10137

457702613

10151.90735289

10137

470647910

10150.9058823

10136

470735830

10150.9058823

10136

470733394

10146.89999994

10132

570446731

10146.89999994

10132

570437872

10144.89705876

10130

570479312

10141.89264699

10127

570308925

10143.89558816

10129

570390930

10137.88676463

10123

570052115

10137.88676463

10123

600015872

10142.89411757

10128

600336032

10144.89705874

10130

580193616

10142.89411756

10128

580049116

10141.89264697

10127

580019314

10145.89852932

10131

580236197

10144.89705873

10130

580377651

10150.90588225

10136

590715810

10156.91470577

10142

591069835

10182.95294106

10168

592592955

10187.960294

10173

592879394

10193.96911752

10179

593253735

10177.9455881

10163

592296804

10172.93823515

10158

592032035

10160.92058809

10146

586409819

10155.91323514

10141

586149497

10166.92941161

10152

586776829

10161.92205866

10147

586489542

10169.93382336

10155

686977896

10174.9411763

10160

687335887

10176.94411747

10162

687439361

10182.95294099

10168

687838483

10178.94705863

10164

687564140

10168.93235274

10154

686881091

10163.92499979

10149

686671613

10182.95294096

10168

687978854

10180.94999978

10166

687839191

10179.94852919

10165

687736667

10170.93529389

10156

687131000

10163.92499977

10149

686691120

10170.93529388

10156

687124289

10171.93676446

10157

687188782

10181.95147034

10167

687855143

10181.95147034

10167

687877860

10187.96029386

10173

688311645

10184.95588209

10170

587851505

10185.95735267

10171

587933427

10191.96617619

10177

588274264

10195.97205854

10181

588525034

10200.97941148

10186

588778605

10185.95735265

10171

577718964

10179.94852912

10165

587383191

10191.96617617

10177

588096585

10200.97941146

10186

588631745

10197.97499969

10183

588524167

10189.96323498

10175

588090123

10188.96176439

10174

588002835

10194.97058791

10180

588442952

10188.96176438

10174

588109408

10182.95294085

10168

587822028

10170.93529379

10156

587122356

10151.90735261

10137

586128704

10164.92647025

10150

589871530

10169.93382319

10155

590155845

10164.92647024

10150

594859307

10159.91911729

10145

594567030

10157.91617611

10143

594475484

10153.91029375

10139

594241781

10164.92647022

10150

594876889

10165.9279408

10151

594897136

10171.93676432

10157

595371590

10164.9264702

10150

594990375

10160.92058784

10146

594753704

10168.93235254

10154

595209094

10166.92941136

10152

595052402

10146.89999959

10132

594116174

10159.91911723

10145

594869504

10147.90147017

10133

594198271

10158.91764664

10144

594844186

10160.92058781

10146

594952381

10167.93088192

10153

595457517

10167.93088192

10153

595483951

10156.91470544

10142

584792111

10167.93088191

10153

585445563

10178.94705838

10164

586089293

10191.96617602

10177

486615780

10193.96911719

10179

486709630

10194.97058777

10180

486756290

10194.97058777

10180

466388183

10188.96176424

10174

466136621

10196.97352894

10182

466473556

10207.98970541

10193

466994722

10213.99852893

10199

467264548

10210.99411716

10196

467123082

10217.00294068

10202

467392908

10221.00882303

10206

467570341

10221.00882303

10206

467713578

10203.98382303

10189

466923699

10234.02794067

10219

468300921

10227.01764655

10212

468004138

10233.02647007

10218

468250880

10227.01764654

10212

467999841

10228.01911712

10213

468043616

10233.02647006

10203

467573821

10228.01175552

10198

467428568

10233.02647005

10203

467628559

10239.04412748

10209

467920965

10246.06472782

10216

468237471

10250.07649944

10220

488455100

10251.07944234

10221

488476678

10254.08827105

10224

488636998

10267.12652882

10237

489267153

10270.13535753

10240

489404198

10263.11475718

10233

489046122

10265.12064299

10235

489160754

10260.10592845

10230

489022682

10254.08827101

10224

488712796

10254.08827101

10224

488728636

10278.15890075

10248

489888955

10280.16478656

10250

589947905

10266.12358587

10236

589184751

10259.10298552

10229

588753748

10265.12064295

10235

589112390

10272.14124329

10242

589479092

10281.16772944

10251

590040965

10278.15890072

10248

589867110

10280.16478653

10250

589975717

10274.14712909

10244

593575321

10274.14712909

10244

593602553

10280.16478652

10250

588967351

10273.14418617

10243

588566163

10243.05589898

10213

586892057

10244.05884188

10214

586940093

10246.06472769

10216

587053284

10240.04707025

10210

586681163

10235.03235572

10205

586425274

10246.06472768

10216

587020084

10270.13535742

10240

588397105

10264.11769998

10234

588112986

10265.12064288

10235

588154904

10254.08827091

10224

587560010

10258.10004253

10228

587780760

10258.10004253

10228

587777717

10259.10298543

10229

587832789

10254.0882709

10224

587511732

10247.06767055

10217

587110553

10242.05295602

10212

586855659

10237.03824149

10207

586541656

10238.04118439

10208

586596733

10243.05589891

10213

586897624

10249.07355634

10219

587263663

10263.11475702

10233

488248409

10262.11181411

10232

488197701

10269.13241445

10239

488525932

10272.14124316

10242

488659270

10279.1618435

10249

491131540

10290.19421546

10260

491647793

10280.1647864

10250

491150670

10272.14124315

10242

490811741

10262.11181409

10232

490342975

10267.12652861

10237

490552419

10262.11181408

10232

492602346

10266.1235857

10236

492836047

10272.14124313

10242

493118422

10267.1265286

10237

452880641

10261.10887116

10231

452616424

10262.11181406

10232

452636331

10274.14712893

10244

456163647

10285.17950089

10255

456643397

10285.17950089

10255

456659081

10291.19715832

10261

456920271

10284.17655797

10254

456609349

10285.17950087

10255

456651269

10291.1971583

10261

456934957

10287.18538667

10257

456731799

10280.16478632

10250

456443378

10280.16478632

10250

456441014

10291.19715828

10261

456920048

10291.19715828

10261

457039644

10297.21481571

10267

467296119

10297.21481571

10267

467299758

10302.22953023

10272

467567515

10312.25895928

10282

468011263

10313.26190218

10283

468054905

10318.2766167

10288

468269909

10312.25895926

10282

467998332

10307.24424473

10277

467772821

10312.25895925

10282

417883455

10312.25895925

10282

417881290

10314.26484506

10284

417971763

10308.24718762

10278

417730385

10315.26778796

10285

419003477

10320.28250248

10290

419200734

10234.02941256

10204

415710419

10208.95583991

10179

414672966

10236.03529837

10206

415813263

10212.96761153

10183

414847444

10204.94406828

10175

414545763

10181.87638144

10152

413578783

10258.10004229

10228

416679886

10179.87049562

10150

413534559

10168.83812365

10139

413108517

10166.83223783

10137

413010172

10173.85283817

10144

413304331

10174.85578107

10145

413342703

10163.8234091

10134

412900388

10166.83223781

10137

413035749

10180.87343849

10151

413577018

10192.90875336

10163

414072706

10181.87638139

10152

413630389

10183.8822672

10154

413730700

10177.86460976

10148

413468173

10179.87049557

10150

413548619

10180.87343847

10151

413582703

10194.91463915

10165

414179661

10186.8910959

10157

413819148

10185.88815299

10156

413817004

10187.8940388

10158

413894324

10195.91758204

10166

414207311

10190.90286751

10161

414005725

10189.8999246

10160

414061749

10173.8528381

10144

413398455

10179.87049553

10150

413637084

10172.84989518

10143

413367708

10172.84989518

10143

413397239

10180.87343842

10151

413715373

10186.89109585

10157

413953894

10186.89109585

10157

413971621

10180.87343841

10141

403269424

10186.89702983

10147

403549916

10186.89702983

10147

403567795

10187.90096173

10148

403585232

10187.90096173

10148

403583142

10181.8773703

10142

403358665

10175.85377887

10136

402819393

10172.84198315

10133

402719301

10153.76727697

10114

401936219

10142.72402602

10103

401515923

10149.75154934

10110

401789652

10165.8144598

10126

402414632

10150.75548124

10111

401824950

10145.73582172

10106

401722160

10149.75154933

10110

401926097

10150.75548123

10111

401963489

10109.59427316

10070

400335552

10125.65718362

10086

400961228

10115.61786458

10076

400580689

10121.641456

10082

400794231

10139.71223027

10100

401517525

10129.67291123

10090

401143637

10133.68863884

10094

401294874

10130.67684312

10091

401155848

10135.69650263

10096

401369812

10125.65718359

10086

400975550

10127.66504739

10088

401053271

10120.63752406

10081

400753327

10129.67291119

10090

401143010

10151.75941307

10112

401984299

10179.86950638

10140

398167661

10184.88916589

10145

398398629

10189.9088254

10150

398586193

10177.86164255

10138

298167286

10166.8183916

10127

297845795

10166.8183916

10127

297560442

10160.79480017

10121

297395471

10155.77514065

10116

297245685

10155.77514065

10116

292186943

10155.77514065

10116

272186331

10156.77907255

10117

272198375

10161.79873206

10122

272329726

10167.82232348

10128

272498622

10177.86164251

10138

272762934

10186.89702964

10147

273027243

10189.90882535

10150

273105566

10191.91668915

10152

273145511

10212.99925913

10173

273726338

10200.95207628

10161

273405380

10210.99139531

10171

273669687

10210.99139531

10171

273668270

10222.03464625

10182

273955040

10222.03464625

10182

273953621

10212.99925911

10173

273726843

10237.0936248

10197

274450319

10236.08969289

10196

274421975

10239.1014886

10199

274524378

10264.19978619

10224

275205285

10253.15653524

10213

274924854

10262.19192237

10222

275163911

10247.13294381

10207

274750502

10269.21944569

10229

275358309

10268.21551378

10228

275329748

10262.19192235

10222

275155162

10257.17226283

10217

275020966

10275.2430371

10235

275525563

10282.27056042

10242

275694447

10293.31381136

10253

276099411

10284.27842422

10244

275858293

10307.36885801

10267

266363294

10282.27056041

10242

265735637

10307.368858

10267

266376561

10301.34526657

10261

266208649

10295.32167514

10255

266066842

10325.43963225

10285

266832518

10380.65588696

10340

268367500

10350.53792984

10310

267627080

10336.48288318

10296

267266418

10316.4042451

10276

266728283

10332.46715556

10292

267147888

10348.53006602

10308

267567491

10350.53792982

10310

267625464

10357.56545314

10317

267817413

10358.56938504

10318

264788883

10352.54579361

10312

264623731

10358.56938503

10318

264783398

10364.59297645

10324

264933809

10368.60870406

10328

265044756

10372.62443167

10332

265129201

10384.67161451

10344

265443423

10385.67554641

10345

265464770

10384.6716145

10344

265536873

10381.65981878

10341

265460097

10391.69913781

10351

265734846

10431.85641396

10391

266781490

10421.81709492

10381

266534603

10423.82495872

10383

266591495

10424.82889062

10384

256365494

10407.76204825

10367

255942308

10435.87214156

10395

256630596

10414.78957157

10374

256117342

10404.75025253

10364

255863880

10410.77384395

10370

247925177

10430.85248202

10390

248402920

10430.85248202

10390

248424346

10437.88000534

10397

248575380

10442.89966485

10402

248703677

10448.92325627

10408

248842566

10448.92325627

10408

248841278

10439.88786913

10399

248638738

10423.82495866

10383

248252242

10422.82102675

10382

248214526

10421.81709484

10381

248201097

10409.76991199

10369

247906760

10391.69913771

10351

247523306

10386.67947819

10346

247340570

10398.72666103

10358

247620176

10413.78563958

10373

247979767

10447.91932431

10407

248796711

10447.91932431

10402

248684905

10438.87959407

10393

248488777

10455.95464007

10410

256919455

10455.95464007

10410

256918126

10449.92815324

10404

254715582

10449.92815324

10404

253671265

10462.98554135

10417

253977425

10454.95022558

10409

253787409

10501.15329123

10455

244763887

10520.23716617

10474

245206546

10490.10473204

10444

240410211

10490.10473204

10444

240420732

10532.2901398

10486

241384426

10526.26365297

10480

240208303

10507.17977802

10461

239767749

10493.11797543

10447

239469796

10493.11797543

10447

239468560

10485.08265966

10439

239298485

10472.02527154

10426

239005753

10496.13121883

10450

239549194

10492.11356094

10446

239448739

10504.16653458

10458

239727281

10509.18860693

10463

239832258

10497.13563328

10451

239575379

10473.02968598

10427

239023849

10476.04292939

10430

239086981

10452.94139656

10407

238561363

10472.0252715

10426

239009014

10463.98995573

10418

238830690

10465.99878467

10420

238862444

10475.0385149

10429

239082399

10484.07824513

10438

239282382

10469.01202806

10423

238937299

10486.08707406

10440

239346460

10499.14446217

10453

239622974

10503.16212005

10457

237101704

10497.13563322

10451

236968183

10492.11356086

10446

236857820

10487.0914885

10441

236732769

10497.1356332

10451

237072448

10497.1356332

10451

237071224

10515.21509367

10469

237468795

10508.18419237

10462

237312032

10491.10914636

10445

236933058

10496.13121871

10450

237042712

10512.20185024

10466

237404554

10523.25040941

10477

237656513

10531.28572517

10485

237845557

10530.28131069

10484

237818718

10542.33428433

10496

238080251

10566.44023162

10520

238632294

10553.3828435

10507

238331599

10577.48879079

10531

238895218

10567.44464608

10521

238669182

10585.52410655

10539

239086632

10614.65212619

10568

239751196

10612.64329724

10566

239703638

10610.63446829

10564

224014038

10632.73158664

10586

224491606

10619.67419852

10573

224211399

10619.67419852

10573

224221142

10610.63446828

10564

224028132

10628.71392875

10582

224407400

10632.73158663

10586

224483503

10633.7360011

10587

224505139

10651.81546157

10605

224483861

10694.00086933

10647

235414921

10678.93465226

10632

235091293

10653.82429049

10607

234540782

10655.83311943

10609

234673753

10631.72717213

10585

234148123

10622.68744189

10576

233954530

10649.80663259

10603

234560421

10631.72717211

10585

234148385

10627.70951422

10581

234131387

10654.82870492

10608

234713495

10671.90375092

10625

233903253

10678.93465221

10632

234047932

10672.90816538

10626

233911451

10675.92140879

10629

233991496

10633.73600102

10587

233058361

10647.7978036

10601

233368975

10616.660955

10570

232684712

10623.69185629

10577

232840624

10635.74482993

10589

233095478

10648.80221804

10602

233383389

10645.78897462

10599

233319288

10646.79338909

10600

233349855

10658.84636273

10612

233615062

10663.86843508

10617

233718682

10670.89933637

10624

233867708

10670.89933637

10624

233866500

10664.87284954

10618

233735347

10670.89933636

10624

233873021

10680.94348106

10634

234104170

10654.82870482

10608

233513379

10704.04501388

10657

234610522

10743.21717823

10696

235511145

10723.12888881

10676

235075783

10752.25690845

10705

235711370

10757.2789808

10710

235836816

10791.4290728

10744

234459095

10823.57033586

10776

235154918

10803.48204644

10756

236219605

10834.61889503

10787

236892991

10817.54384902

10770

236527084

10805.49087537

10758

236278592

10809.50853325

10762

236694951

10820.55709242

10773

236957585

10817.543849

10770

236887833

10807.49970429

10760

236668484

10852.69835546

10805

237651646

10847.6762831

10800

237546615

10844.66303968

10797

237465363

10865.75574356

10818

237933641

10865.75574356

10818

237935650
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						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		9		9,855.1%				国債		4,947.9%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.5				超長期国債18-20MF		5,006.3%				１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		2,474.7%				1年未満		---				年 ネン		24.7398111985						-1		20190731		1.7%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				ABS・MBS等		4,907.2%				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				住宅金融支援機構債MF		4,984.4%				１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		2,473.3%				1年以上2年未満		---				日 ヒ		9030.0310874431						-3		20190531		2.7%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		9		98.5508812992				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				144.9%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		12.1				---		---				１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		0.3		---		2051/05/10		1,771.0%				2年以上3年未満		---												-6		20190228		4.3%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		---		1年未満		---

						合計 ゴウケイ		9		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		25.1				---		---				１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		0.5		---		2051/04/10		1,604.3%				3年以上4年未満		---												-12		20180831		6.7%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		9162.8				---		---				１００  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2050/09/10		586.4%				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2051/02/10		316.3%				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9325						---		---				１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/12/10		309.9%				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		5.2%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		---		4年以上5年未満		---

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.4		---		2051/12/10		169.8%				7年以上8年未満		---												設定来 セッテイライ				8.7%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		---		5年以上6年未満		---

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.5				---		---				９９  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/08/10		149.4%				8年以上9年未満		---																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		---		6年以上7年未満		---

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.0				---		---				---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		---		7年以上8年未満		---

														合計 ゴウケイ		9,855.1%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		6.6				合計 ゴウケイ		9,990.7%				合計 ゴウケイ								9,855.1%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		31.6																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		11521.1										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		2,474.7%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				9360												１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		2,473.3%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		0.3		---		2051/05/10		1,771.0%				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		98.5508812992				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6										１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		0.5		---		2051/04/10		1,604.3%				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		9		9,855.1%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0										１００  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2050/09/10		586.4%				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7										１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2051/02/10		316.3%				18年以上19年未満		2511.0%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.4%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7										１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/12/10		309.9%				19年以上		7489.0%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		9		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0										１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.4		---		2051/12/10		169.8%																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		25.1103997229		18年以上19年未満		2511.0%

																				B+		---																９９  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/08/10		149.4%				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				74.8895977184		19年以上		7489.0%

																				B		---				---												---		---		---		---		---				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		---												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		---												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,855.1%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		---		1年未満		---

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

																				9325																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		---		4年以上5年未満		---

																				AAA		4,979.3%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		---		5年以上6年未満		---

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---																														FR1		外国リート		0												6		～		7		---		6年以上7年未満		---

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,855.1%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		---		7年以上8年未満		---

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		4,979.3%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		4,979.3%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		2,474.7%																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		7,380.4%																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		24.7465216165		18年以上19年未満		2,474.7%

																				A-		---																																																																												19		～				73.8043598988		19年以上		7,380.4%

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				9360						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		5,020.7%				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		5,020.7%				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		5,020.7%				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。
　国債利回りの低下を受けて、機構債の利回りは低下しました。

※機構債とは、住宅金融支援機構が発行するRMBS（住宅ローン担保証券）をさします。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。
　低金利環境下において、相対的に利回りが高い機構債に対するニーズは強く、機構債市場は堅調に推移するとみています。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		DB1		国内債券		9		0		0.00		234,487,680		98.55		234,487,680		98.55		237935650		234,487,680		98.55



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20MF		119,117,691		50.06		237935650

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債MF		118,597,827		49.84		237935650



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0001		国債		0		0.00		117,728,845		50.21		117,728,845		50.21		234,487,681		49.48		237935650		117,728,845		49.48

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0008		ABS・MBS等		0		0.00		116,758,835		49.79		116,758,835		49.79		234,487,681		49.07		237935650		116,758,835		49.07



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		AAA		0		0.00		234,487,680		100.00		234,487,680		100.00		234,487,681		98.55		237935650				9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		AAA		2,634,098,418		100.00		2,634,098,418		2675586367		116,758,835		49.79		49.07				9360		超長期国債18-20マザーファンド		AAA		3,718,823,600		100.00		3,718,823,600		3762694524		117,728,845		50.21		49.48



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		20181220000006		１６６  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.7		20380920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.91		0.6205838808		0.026		19.07123288		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		234,487,681		237935650				25.10

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171220000009		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		38,961,623		16.37		38,961,623		16.37		234,487,681		237935650				16.62

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20161115045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		19,153,845		8.05		19,153,845		8.05		234,487,681		237935650				8.17

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160520045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		11,451,742		4.81		11,451,742		4.81		234,487,681		237935650				4.88

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092150943		20161226045001		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.41		20511210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.848		0.3980969026		-0.024		32.30136986		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		234,487,681		237935650				1.72

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160627045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160822045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160607045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160606045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160602045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160531045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160519045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160921045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160415000001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160420000003		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160525045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160524045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160523045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		20160908045001		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.79		20510210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.531		0.750736482		-0.002		31.47123288		0		0.00		3,762,831		1.58		3,762,831		1.58		234,487,681		237935650				1.60

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		20160907045001		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.79		20510210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.531		0.750736482		-0.002		31.47123288		0		0.00		3,762,831		1.58		3,762,831		1.58		234,487,681		237935650				1.60

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		20160405045001		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.86		20501210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.405		0.8143939394		-0.004		31.30136986		0		0.00		3,686,752		1.55		3,686,752		1.55		234,487,681		237935650				1.57

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		20160511000009		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.86		20501210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.405		0.8143939394		-0.004		31.30136986		0		0.00		3,686,752		1.55		3,686,752		1.55		234,487,681		237935650				1.57

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		091990943		20160229045003		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.88		20500810		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.298		0.8329389494		-0.007		30.96712329		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		234,487,681		237935650				1.52

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160727045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160725045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160721045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160707045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180618000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,945,793		1.24		2,945,793		1.24		234,487,681		237935650				1.26

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180717000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,454,828		1.03		2,454,828		1.03		234,487,681		237935650				1.05

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180704000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,104,138		0.88		2,104,138		0.88		234,487,681		237935650				0.90

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180626000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,104,138		0.88		2,104,138		0.88		234,487,681		237935650				0.90

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180319000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		1,578,104		0.66		1,578,104		0.66		234,487,681		237935650				0.67

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180621000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		946,862		0.40		946,862		0.40		234,487,681		237935650				0.40

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180629000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		946,862		0.40		946,862		0.40		234,487,681		237935650				0.40

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180328000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		911,793		0.38		911,793		0.38		234,487,681		237935650				0.39

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180326000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		876,724		0.37		876,724		0.37		234,487,681		237935650				0.37

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180703000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		876,724		0.37		876,724		0.37		234,487,681		237935650				0.37

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180404000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		841,655		0.35		841,655		0.35		234,487,681		237935650				0.36

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180705000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180706000010		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171225000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180607000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		631,241		0.27		631,241		0.27		234,487,681		237935650				0.27

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180528000005		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		596,172		0.25		596,172		0.25		234,487,681		237935650				0.25



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		20371220		219		6687		0		0.00		58,880,797		24.75		58,880,797		24.75		237935650		1654.799898792

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		20380920		228		6961		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		237935650		1721.6472694529

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510510		380		11576		0		0.00		42,138,459		17.71		42,138,459		17.71		237935650		2050.1122945805

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510410		379		11546		0		0.00		38,172,475		16.04		38,172,475		16.04		237935650		1852.3470373187

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20500910		372		11334		0		0.00		13,952,862		5.86		13,952,862		5.86		237935650		664.6407879946

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510210		377		11487		0		0.00		7,525,663		3.16		7,525,663		3.16		237935650		363.3221456347

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20501210		375		11425		0		0.00		7,373,504		3.10		7,373,504		3.10		237935650		354.054901819

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20511210		387		11790		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		237935650		200.1891786288

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20500810		371		11303		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		237935650		168.917573222



&L&F&C&P&R&A



組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20371220										1.00		0		0.00		58,880,797		24.75		58,880,797		24.75		237935650		58,880,797		24.75

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.7		20380920										1.00		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		237935650		58,848,048		24.73

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.34		20510510										1.00		0		0.00		42,138,459		17.71		42,138,459		17.71		237935650		42,138,459		17.71

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.48		20510410										1.00		0		0.00		38,172,475		16.04		38,172,475		16.04		237935650		38,172,475		16.04

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.84		20500910										1.00		0		0.00		13,952,862		5.86		13,952,862		5.86		237935650		13,952,862		5.86

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.79		20510210										1.00		0		0.00		7,525,663		3.16		7,525,663		3.16		237935650		7,525,663		3.16

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.86		20501210										1.00		0		0.00		7,373,504		3.10		7,373,504		3.10		237935650		7,373,504		3.10

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.41		20511210										1.00		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		237935650		4,040,046		1.70

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.88		20500810										1.00		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		237935650		3,555,827		1.49



&L&F&C&P&R&A



ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0.5437119456		0.0025094837		12.1323643343		25.1035919436		9162.8110571142		234,487,675																						20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		0.5060155577		-0.0131075262		6.5613977989		31.5646326378		11521.0909127918		2,634,098,418																						20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		0.5810977428		0.0179977746		17.6574297614		18.6957860047		6823.9618901633		3,718,823,600

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		38,961,623		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		21102923		389616		678127048		713798282		260536373001				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		20160229045003		80,220,045		0.8329389494		-0.007		6.298		30.96712329		20500810		11303		66818400		-561540		505225843		2484184024		906727168635				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,230,721,360		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		666600000		12307214		21420705271		22547489689		8229833734320

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		876,724		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		474863		8767		15259381		16062064		5862653388				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160707045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		1,578,104		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		854754		15781		27466900		28911730		10552781448				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160725045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		49849200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		27000000		498492		867625326		913264659		333341600400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160721045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		27694000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		911,793		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		493858		9118		15869757		16704547		6097159791				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160727045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		28801760		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15600000		288018		501294633		527664025		192597369120

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		2,454,828		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1329617		24548		42726281		44973794		16415434836				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160405045001		83,173,728		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		67736180		-332695		532727728		2603451623		950259842400				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		26586240		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14400000		265862		462733507		487074485		177782186880

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160511000009		83,173,728		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		67736180		-332695		532727728		2603451623		950259842400				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18831920		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10200000		188319		327769568		345011093		125929049040

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160907045001		84,890,093		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		63730090		-169780		554417197		2671595886		975132498291				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19939680		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10800000		199397		347050130		365305864		133336640160

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		2,104,138		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1139672		21041		36622522		38548961		14070370806				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160908045001		84,890,093		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		63730090		-169780		554417197		2671595886		975132498291				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		93051840		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		50400000		930518		1619567275		1704760697		622237654080

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		876,724		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		474863		8767		15259381		16062064		5862653388				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160519045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		29909520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		946,862		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		512852		9469		16480133		17347031		6331666194				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160420000003		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		66465600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		2,104,138		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1139672		21041		36622522		38548961		14070370806				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160415000001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		29909520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		946,862		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		512852		9469		16480133		17347031		6331666194				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160520045001		258,353,182		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		120106080		-2583532		1702030763		8172454354		2982945839372				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		27694000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		2,945,793		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1595540		29458		51271527		53968542		19698517791				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160921045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		66465600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		631,241		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		341901		6312		10986750		11564681		4221108567				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160525045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		596,172		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		322907		5962		10376374		10922198		3986602164				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160524045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		841,655		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		455869		8417		14649005		15419581		5628146985				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160523045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		77543200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		42000000		775432		1349639396		1420633914		518531378400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		58,848,048		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		36520150		1530049		1053968540		1122304828		409641262128				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160531045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1858894560		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1153600000		48331259		33292801570		35451411053		12939765032160

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		20160229045003		3,555,827		0.8329389494		-0.007		6.298		30.96712329		20500810		11303		2961787		-24891		22394598		110113733		40191512581				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160602045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160727045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160606045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160725045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20161115045001		432,113,874		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		143461300		-8642277		2878310515		13704521109		5002150205424

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160721045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160822045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160707045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160627045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160405045001		3,686,752		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		3002468		-14747		23613647		115400388		42121141600				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160607045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160511000009		3,686,752		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		3002468		-14747		23613647		115400388		42121141600				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		20161226045001		91,144,090		0.3980969026		-0.024		6.848		32.30136986		20511210		11790		36284180		-2187458		624154728		2944078962		1074588821100

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160907045001		3,762,831		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		2824895		-7526		24575049		118420931		43223639697

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160908045001		3,762,831		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		2824895		-7526		24575049		118420931		43223639697

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160524045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160415000001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160420000003		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160519045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160520045001		11,451,742		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		5323812		-114517		75444076		362251543		132221813132

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160523045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160525045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160921045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160607045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20161115045001		19,153,845		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		6359054		-383077		127583762		607465506		221724909720

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160822045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160627045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160531045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160602045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160606045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		20161226045001		4,040,046		0.3980969026		-0.024		6.848		32.30136986		20511210		11790		1608330		-96961		27666235		130499020		47632142340
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4672

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4672		10,002				10,002		20,004,995																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4672		9,975				9,975		19,951,956																基準価額 キジュンカガク		10818						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4672		10,000				10,000		20,012,792																純資産総額 ジュンシサンソウガク		237935650

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4672		10,035				10,035		20,084,536																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		237百万円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4672		10,024				10,024		20,364,430																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		10865.75574356						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4672		10,007				10,007		20,330,882																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4672		10,003				10,003		36,493,928																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4672		9,997				9,997		46,469,240																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4672		9,999				9,999		48,676,482																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4672		10,003				10,003		48,698,118																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4672		10,007				10,007		51,019,340

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4672		10,034				10,034		55,148,781

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4672		10,033				10,033		315,482,634																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4672		10,041				10,041		315,743,047																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4672		10,053				10,053		317,136,049																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4672		10,050				10,050		347,075,694																-1		20190731		1.7%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.5%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4672		10,048				10,048		359,473,902																-3		20190531		2.7%				-1		20190730		1.8%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4672		10,053				10,053		398,650,595																-6		20190228		4.3%				-3		20190530		3.0%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4672		10,063				10,063		399,044,161																-12		20180831		6.7%				-6		20190228		4.3%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4672		10,068				10,068		462,684,700																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		6.8%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4672		10,056				10,056		457,127,411																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4672		10,051				10,051		460,356,873																年初来 ネンショライ		20181231		5.2%				年初来 ネンショライ		20181231		5.2%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4672		10,046				10,046		460,144,719																設定来 セッテイク				8.7%				設定来 セッテイク				8.7%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4672		10,046				10,046		410,242,555

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4672		10,042				10,042		410,077,850																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4672		10,064				10,064		410,992,664																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4672		10,077				10,077		411,520,302																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4672		10,072				10,072		412,310,289																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4672		10,084				10,084		413,476,441																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4672		10,107				10,107		414,455,765																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4672		10,113				10,113		395,566,880																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4672		10,132				10,132		406,324,458																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4672		10,149				10,149		407,036,290																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4672		10,127				10,127		404,946,285																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4672		10,141				10,141		395,467,809																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4672		10,146				10,146		395,173,036

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4672		10,146				10,146		398,135,278																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4672		10,132				10,132		398,732,509																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4672		10,138				10,138		399,979,821																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4672		10,128				10,128		399,565,851																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4672		10,128				10,128		399,563,782																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4672		10,144				10,144		400,477,113																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4672		10,141				10,141		400,334,138																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4672		10,134				10,134		402,989,419																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4672		10,118				10,118		402,324,097																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4672		10,106				10,106		403,043,324																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4672		10,099				10,099		402,742,857																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4672		10,083				10,083		412,106,048

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4672		10,088				10,088		412,327,609

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4672		10,104				10,104		412,971,748

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4672		10,093				10,093		412,622,437

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4672		10,098				10,098		412,823,467

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4672		10,116				10,116		413,673,121

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4672		10,134				10,134		414,383,093

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4672		10,122				10,122		413,908,339

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4672		10,130				10,130		365,419,079

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4672		10,121				10,121		365,112,185

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4672		10,117				10,117		374,949,446

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4672		10,137				10,137		375,684,743

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4672		10,129				10,129		375,402,848

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4672		10,134				10,134		375,603,506

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4672		10,130				10,130		375,436,280

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4672		10,118				10,118		374,991,517

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4672		10,123				10,123		375,205,160

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4672		10,134				10,134		350,259,716

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4672		10,140				10,140		350,564,521

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4672		10,142				10,142		360,664,932

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4672		10,104				10,104		369,266,697

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4672		10,132				10,132		370,281,670

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4672		10,126				10,126		370,057,530

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4672		10,129				10,129		370,181,529

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4672		10,133				10,133		400,310,018

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4672		10,151				10,151		400,995,490

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4672		10,141				10,141		403,622,590

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4672		10,142				10,142		403,635,993

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4672		10,152				10,152		201,908,001

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4672		10,154				10,154		201,946,154

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4672		10,158				10,158		202,033,724

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4672		10,155				10,155		203,163,113

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4672		10,155				10,155		203,170,066

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4672		10,162				10,162		203,298,453

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4672		10,151				10,151		203,078,734

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4672		10,152				10,152		203,116,014

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4672		10,116				10,116		202,388,664

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4672		10,115				10,115		202,356,068

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4672		10,112				10,112		202,428,935

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4672		10,105				10,105		202,277,942

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4672		10,088				10,088		202,928,520

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4672		10,092				10,092		203,027,509

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4672		10,085				10,085		202,874,298

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4672		10,071				10,071		202,603,695

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4672		10,083				10,083		202,832,962

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4672		10,112				10,112		203,422,010

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4672		10,114				10,114		203,461,839

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4672		10,128				10,128		213,757,905

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4672		10,123				10,123		213,642,425

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4672		10,123				10,123		213,651,955

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4672		10,128				10,128		213,855,769

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4672		10,128				10,128		213,852,451

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4672		10,132				10,132		214,046,379

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4672		10,120				10,120		213,782,245

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4672		10,132				10,132		214,043,979

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4672		10,136				10,136		214,117,412

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4672		10,131				10,131		214,119,215

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4672		10,133				10,133		214,171,383

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4672		10,143				10,143		224,400,588

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4672		10,149				10,149		245,526,309

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4672		10,150				10,150		245,562,433

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4672		10,146				10,146		365,402,066

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4672		10,146				10,146		366,412,630

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4672		10,163				10,163		367,039,479

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4672		10,164				10,164		367,055,787

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4672		10,172				10,172		357,282,301

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4672		10,173				10,173		359,431,148

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4672		10,171				10,171		359,344,310

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4672		10,170				10,170		359,306,774

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4672		10,177				10,177		359,551,343

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4672		10,187				10,187		359,913,813

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4672		10,191				10,191		360,074,205

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4672		10,192				10,192		360,107,999

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4672		10,198				10,198		460,334,254

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4672		10,196				10,196		460,245,061

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4672		10,199				10,199		480,329,796

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4672		10,200				10,200		480,572,037

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4672		10,199				10,199		480,522,009

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4672		10,203				10,203		485,626,680

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4672		10,210				10,210		493,913,082

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4672		10,221				10,221		494,419,077

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4672		10,219				10,219		494,368,715

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4672		10,219				10,219		495,360,785

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4672		10,206				10,206		496,862,426

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4672		10,224				10,224		497,754,157

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4672		10,200		15		10,215		496,603,071

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4672		10,181				10,196		495,763,417

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4672		10,175				10,190		445,106,707

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4672		10,158				10,173		444,386,935

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4672		10,183				10,198		445,470,508

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4672		10,170				10,185		444,918,895

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4672		10,175				10,190		449,111,474

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4672		10,180				10,195		449,332,896

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4672		10,188				10,203		450,182,300

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4672		10,188				10,203		450,174,834

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4672		10,182				10,197		449,909,505

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4672		10,157				10,172		448,810,157

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4672		10,133				10,148		447,832,458

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4672		10,146				10,161		548,630,205

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4672		10,128				10,143		547,682,282

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4672		10,122				10,137		467,608,385

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4672		10,148				10,163		468,800,648

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4672		10,155				10,170		458,489,092

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4672		10,137				10,152		457,702,613

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4672		10,137				10,152		470,647,910

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4672		10,136				10,151		470,735,830

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4672		10,136				10,151		470,733,394

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4672		10,132				10,147		570,446,731

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4672		10,132				10,147		570,437,872

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4672		10,130				10,145		570,479,312

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4672		10,127				10,142		570,308,925

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4672		10,129				10,144		570,390,930

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4672		10,123				10,138		570,052,115

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4672		10,123				10,138		600,015,872

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4672		10,128				10,143		600,336,032

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4672		10,130				10,145		580,193,616

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4672		10,128				10,143		580,049,116

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4672		10,127				10,142		580,019,314

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4672		10,131				10,146		580,236,197

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4672		10,130				10,145		580,377,651

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4672		10,136				10,151		590,715,810

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4672		10,142				10,157		591,069,835

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4672		10,168				10,183		592,592,955

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4672		10,173				10,188		592,879,394

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4672		10,179				10,194		593,253,735

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4672		10,163				10,178		592,296,804

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4672		10,158				10,173		592,032,035

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4672		10,146				10,161		586,409,819

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4672		10,141				10,156		586,149,497

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4672		10,152				10,167		586,776,829

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4672		10,147				10,162		586,489,542

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4672		10,155				10,170		686,977,896

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4672		10,160				10,175		687,335,887

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4672		10,162				10,177		687,439,361

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4672		10,168				10,183		687,838,483

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4672		10,164				10,179		687,564,140

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4672		10,154				10,169		686,881,091

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4672		10,149				10,164		686,671,613

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4672		10,168				10,183		687,978,854

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4672		10,166				10,181		687,839,191

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4672		10,165				10,180		687,736,667

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4672		10,156				10,171		687,131,000

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4672		10,149				10,164		686,691,120

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4672		10,156				10,171		687,124,289

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4672		10,157				10,172		687,188,782

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4672		10,167				10,182		687,855,143

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4672		10,167				10,182		687,877,860

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4672		10,173				10,188		688,311,645

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4672		10,170				10,185		587,851,505

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4672		10,171				10,186		587,933,427

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4672		10,177				10,192		588,274,264

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4672		10,181				10,196		588,525,034

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4672		10,186				10,201		588,778,605

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4672		10,171				10,186		577,718,964

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4672		10,165				10,180		587,383,191

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4672		10,177				10,192		588,096,585

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4672		10,186				10,201		588,631,745

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4672		10,183				10,198		588,524,167

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4672		10,175				10,190		588,090,123

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4672		10,174				10,189		588,002,835

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4672		10,180				10,195		588,442,952

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4672		10,174				10,189		588,109,408

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4672		10,168				10,183		587,822,028

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4672		10,156				10,171		587,122,356

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4672		10,137				10,152		586,128,704

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4672		10,150				10,165		589,871,530

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4672		10,155				10,170		590,155,845

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4672		10,150				10,165		594,859,307

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4672		10,145				10,160		594,567,030

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4672		10,143				10,158		594,475,484

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4672		10,139				10,154		594,241,781

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4672		10,150				10,165		594,876,889

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4672		10,151				10,166		594,897,136

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4672		10,157				10,172		595,371,590

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4672		10,150				10,165		594,990,375

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4672		10,146				10,161		594,753,704

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4672		10,154				10,169		595,209,094

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4672		10,152				10,167		595,052,402

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4672		10,132				10,147		594,116,174

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4672		10,145				10,160		594,869,504

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4672		10,133				10,148		594,198,271

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4672		10,144				10,159		594,844,186

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4672		10,146				10,161		594,952,381

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4672		10,153				10,168		595,457,517

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4672		10,153				10,168		595,483,951

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4672		10,142				10,157		584,792,111

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4672		10,153				10,168		585,445,563

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4672		10,164				10,179		586,089,293

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4672		10,177				10,192		486,615,780

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4672		10,179				10,194		486,709,630

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4672		10,180				10,195		486,756,290

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4672		10,180				10,195		466,388,183

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4672		10,174				10,189		466,136,621

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4672		10,182				10,197		466,473,556

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4672		10,193				10,208		466,994,722

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4672		10,199				10,214		467,264,548

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4672		10,196				10,211		467,123,082

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4672		10,202				10,217		467,392,908

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4672		10,206				10,221		467,570,341

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4672		10,206				10,221		467,713,578

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4672		10,189				10,204		466,923,699

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4672		10,219				10,234		468,300,921

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4672		10,212				10,227		468,004,138

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4672		10,218				10,233		468,250,880

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4672		10,212				10,227		467,999,841

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4672		10,213				10,228		468,043,616

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4672		10,203		15		10,233		467,573,821

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4672		10,198				10,228		467,428,568

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4672		10,203				10,233		467,628,559

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4672		10,209				10,239		467,920,965

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4672		10,216				10,246		468,237,471

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4672		10,220				10,250		488,455,100

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4672		10,221				10,251		488,476,678

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4672		10,224				10,254		488,636,998

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4672		10,237				10,267		489,267,153

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4672		10,240				10,270		489,404,198

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4672		10,233				10,263		489,046,122

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4672		10,235				10,265		489,160,754

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4672		10,230				10,260		489,022,682

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4672		10,224				10,254		488,712,796

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4672		10,224				10,254		488,728,636

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4672		10,248				10,278		489,888,955

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4672		10,250				10,280		589,947,905

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4672		10,236				10,266		589,184,751

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4672		10,229				10,259		588,753,748

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4672		10,235				10,265		589,112,390

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4672		10,242				10,272		589,479,092

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4672		10,251				10,281		590,040,965

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4672		10,248				10,278		589,867,110

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4672		10,250				10,280		589,975,717

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4672		10,244				10,274		593,575,321

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4672		10,244				10,274		593,602,553

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4672		10,250				10,280		588,967,351

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4672		10,243				10,273		588,566,163

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4672		10,213				10,243		586,892,057

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4672		10,214				10,244		586,940,093

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4672		10,216				10,246		587,053,284

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4672		10,210				10,240		586,681,163

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4672		10,205				10,235		586,425,274

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4672		10,216				10,246		587,020,084

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4672		10,240				10,270		588,397,105

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4672		10,234				10,264		588,112,986

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4672		10,235				10,265		588,154,904

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4672		10,224				10,254		587,560,010

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4672		10,228				10,258		587,780,760

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4672		10,228				10,258		587,777,717

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4672		10,229				10,259		587,832,789

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4672		10,224				10,254		587,511,732

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4672		10,217				10,247		587,110,553

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4672		10,212				10,242		586,855,659

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4672		10,207				10,237		586,541,656

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4672		10,208				10,238		586,596,733

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4672		10,213				10,243		586,897,624

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4672		10,219				10,249		587,263,663

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4672		10,233				10,263		488,248,409

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4672		10,232				10,262		488,197,701

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4672		10,239				10,269		488,525,932

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4672		10,242				10,272		488,659,270

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4672		10,249				10,279		491,131,540

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4672		10,260				10,290		491,647,793

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4672		10,250				10,280		491,150,670

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4672		10,242				10,272		490,811,741

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4672		10,232				10,262		490,342,975

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4672		10,237				10,267		490,552,419

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4672		10,232				10,262		492,602,346

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4672		10,236				10,266		492,836,047

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4672		10,242				10,272		493,118,422

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4672		10,237				10,267		452,880,641

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4672		10,231				10,261		452,616,424

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4672		10,232				10,262		452,636,331

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4672		10,244				10,274		456,163,647

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4672		10,255				10,285		456,643,397

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4672		10,255				10,285		456,659,081

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4672		10,261				10,291		456,920,271

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4672		10,254				10,284		456,609,349

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4672		10,255				10,285		456,651,269

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4672		10,261				10,291		456,934,957

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4672		10,257				10,287		456,731,799

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4672		10,250				10,280		456,443,378

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4672		10,250				10,280		456,441,014

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4672		10,261				10,291		456,920,048

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4672		10,261				10,291		457,039,644

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4672		10,267				10,297		467,296,119

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4672		10,267				10,297		467,299,758

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4672		10,272				10,302		467,567,515

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4672		10,282				10,312		468,011,263

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4672		10,283				10,313		468,054,905

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4672		10,288				10,318		468,269,909

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4672		10,282				10,312		467,998,332

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4672		10,277				10,307		467,772,821

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4672		10,282				10,312		417,883,455

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4672		10,282				10,312		417,881,290

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4672		10,284				10,314		417,971,763

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4672		10,278				10,308		417,730,385

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4672		10,285				10,315		419,003,477

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4672		10,290				10,320		419,200,734

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4672		10,204				10,234		415,710,419

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4672		10,179				10,209		414,672,966

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4672		10,206				10,236		415,813,263

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4672		10,183				10,213		414,847,444

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4672		10,175				10,205		414,545,763

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4672		10,152				10,182		413,578,783

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4672		10,228				10,258		416,679,886

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4672		10,150				10,180		413,534,559

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4672		10,139				10,169		413,108,517

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4672		10,137				10,167		413,010,172

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4672		10,144				10,174		413,304,331

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4672		10,145				10,175		413,342,703

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4672		10,134				10,164		412,900,388

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4672		10,137				10,167		413,035,749

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4672		10,151				10,181		413,577,018

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4672		10,163				10,193		414,072,706

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4672		10,152				10,182		413,630,389

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4672		10,154				10,184		413,730,700

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4672		10,148				10,178		413,468,173

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4672		10,150				10,180		413,548,619

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4672		10,151				10,181		413,582,703

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4672		10,165				10,195		414,179,661

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4672		10,157				10,187		413,819,148

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4672		10,156				10,186		413,817,004

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4672		10,158				10,188		413,894,324

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4672		10,166				10,196		414,207,311

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4672		10,161				10,191		414,005,725

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4672		10,160				10,190		414,061,749

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4672		10,144				10,174		413,398,455

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4672		10,150				10,180		413,637,084

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4672		10,143				10,173		413,367,708

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4672		10,143				10,173		413,397,239

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4672		10,151				10,181		413,715,373

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4672		10,157				10,187		413,953,894

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4672		10,157				10,187		413,971,621

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4672		10,141		10		10,181		403,269,424

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4672		10,147				10,187		403,549,916

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4672		10,147				10,187		403,567,795

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4672		10,148				10,188		403,585,232

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4672		10,148				10,188		403,583,142

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4672		10,142				10,182		403,358,665

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4672		10,136				10,176		402,819,393

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4672		10,133				10,173		402,719,301

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4672		10,114				10,154		401,936,219

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4672		10,103				10,143		401,515,923

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4672		10,110				10,150		401,789,652

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4672		10,126				10,166		402,414,632

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4672		10,111				10,151		401,824,950

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4672		10,106				10,146		401,722,160

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4672		10,110				10,150		401,926,097

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4672		10,111				10,151		401,963,489

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4672		10,070				10,110		400,335,552

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4672		10,086				10,126		400,961,228

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4672		10,076				10,116		400,580,689

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4672		10,082				10,122		400,794,231

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4672		10,100				10,140		401,517,525

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4672		10,090				10,130		401,143,637

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4672		10,094				10,134		401,294,874

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4672		10,091				10,131		401,155,848

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4672		10,096				10,136		401,369,812

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4672		10,086				10,126		400,975,550

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4672		10,088				10,128		401,053,271

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4672		10,081				10,121		400,753,327

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4672		10,090				10,130		401,143,010

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4672		10,112				10,152		401,984,299

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4672		10,140				10,180		398,167,661

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4672		10,145				10,185		398,398,629

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4672		10,150				10,190		398,586,193

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4672		10,138				10,178		298,167,286

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4672		10,127				10,167		297,845,795

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4672		10,127				10,167		297,560,442

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4672		10,121				10,161		297,395,471

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4672		10,116				10,156		297,245,685

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4672		10,116				10,156		292,186,943

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4672		10,116				10,156		272,186,331

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4672		10,117				10,157		272,198,375

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4672		10,122				10,162		272,329,726

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4672		10,128				10,168		272,498,622

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4672		10,138				10,178		272,762,934

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4672		10,147				10,187		273,027,243

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4672		10,150				10,190		273,105,566

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4672		10,152				10,192		273,145,511

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4672		10,173				10,213		273,726,338

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4672		10,161				10,201		273,405,380

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4672		10,171				10,211		273,669,687

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4672		10,171				10,211		273,668,270

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4672		10,182				10,222		273,955,040

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4672		10,182				10,222		273,953,621

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4672		10,173				10,213		273,726,843

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4672		10,197				10,237		274,450,319

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4672		10,196				10,236		274,421,975

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4672		10,199				10,239		274,524,378

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4672		10,224				10,264		275,205,285

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4672		10,213				10,253		274,924,854

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4672		10,222				10,262		275,163,911

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4672		10,207				10,247		274,750,502

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4672		10,229				10,269		275,358,309

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4672		10,228				10,268		275,329,748

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4672		10,222				10,262		275,155,162

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4672		10,217				10,257		275,020,966

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4672		10,235				10,275		275,525,563

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4672		10,242				10,282		275,694,447

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4672		10,253				10,293		276,099,411

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4672		10,244				10,284		275,858,293

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4672		10,267				10,307		266,363,294

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4672		10,242				10,282		265,735,637

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4672		10,267				10,307		266,376,561

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4672		10,261				10,301		266,208,649

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4672		10,255				10,295		266,066,842

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4672		10,285				10,325		266,832,518

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4672		10,340				10,381		268,367,500

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4672		10,310				10,351		267,627,080

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4672		10,296				10,336		267,266,418

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4672		10,276				10,316		266,728,283

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4672		10,292				10,332		267,147,888

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4672		10,308				10,349		267,567,491

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4672		10,310				10,351		267,625,464

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4672		10,317				10,358		267,817,413

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4672		10,318				10,359		264,788,883

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4672		10,312				10,353		264,623,731

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4672		10,318				10,359		264,783,398

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4672		10,324				10,365		264,933,809

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4672		10,328				10,369		265,044,756

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4672		10,332				10,373		265,129,201

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4672		10,344				10,385		265,443,423

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4672		10,345				10,386		265,464,770

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4672		10,344				10,385		265,536,873

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4672		10,341				10,382		265,460,097

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4672		10,351				10,392		265,734,846

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4672		10,391				10,432		266,781,490

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4672		10,381				10,422		266,534,603

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4672		10,383				10,424		266,591,495

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4672		10,384				10,425		256,365,494

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4672		10,367				10,408		255,942,308

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4672		10,395				10,436		256,630,596

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4672		10,374				10,415		256,117,342

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4672		10,364				10,405		255,863,880

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4672		10,370				10,411		247,925,177

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4672		10,390				10,431		248,402,920

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4672		10,390				10,431		248,424,346

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4672		10,397				10,438		248,575,380

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4672		10,402				10,443		248,703,677

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4672		10,408				10,449		248,842,566

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4672		10,408				10,449		248,841,278

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4672		10,399				10,440		248,638,738

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4672		10,383				10,424		248,252,242

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4672		10,382				10,423		248,214,526

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4672		10,381				10,422		248,201,097

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4672		10,369				10,410		247,906,760

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4672		10,351				10,392		247,523,306

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4672		10,346				10,387		247,340,570

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4672		10,358				10,399		247,620,176

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4672		10,373				10,414		247,979,767

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4672		10,407				10,448		248,796,711

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4672		10,402		5		10,448		248,684,905

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4672		10,393				10,439		248,488,777

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4672		10,410				10,456		256,919,455

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4672		10,410				10,456		256,918,126

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4672		10,404				10,450		254,715,582

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4672		10,404				10,450		253,671,265

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4672		10,417				10,463		253,977,425

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4672		10,409				10,455		253,787,409

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4672		10,455				10,501		244,763,887

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4672		10,474				10,520		245,206,546

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4672		10,444				10,490		240,410,211

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4672		10,444				10,490		240,420,732

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4672		10,486				10,532		241,384,426

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4672		10,480				10,526		240,208,303

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4672		10,461				10,507		239,767,749

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4672		10,447				10,493		239,469,796

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4672		10,447				10,493		239,468,560

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4672		10,439				10,485		239,298,485

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4672		10,426				10,472		239,005,753

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4672		10,450				10,496		239,549,194

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4672		10,446				10,492		239,448,739

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4672		10,458				10,504		239,727,281

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4672		10,463				10,509		239,832,258

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4672		10,451				10,497		239,575,379

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4672		10,427				10,473		239,023,849

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4672		10,430				10,476		239,086,981

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4672		10,407				10,453		238,561,363

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4672		10,426				10,472		239,009,014

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4672		10,418				10,464		238,830,690

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4672		10,420				10,466		238,862,444

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4672		10,429				10,475		239,082,399

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4672		10,438				10,484		239,282,382

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4672		10,423				10,469		238,937,299

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4672		10,440				10,486		239,346,460

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4672		10,453				10,499		239,622,974

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4672		10,457				10,503		237,101,704

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4672		10,451				10,497		236,968,183

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4672		10,446				10,492		236,857,820

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4672		10,441				10,487		236,732,769

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4672		10,451				10,497		237,072,448

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4672		10,451				10,497		237,071,224

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4672		10,469				10,515		237,468,795

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4672		10,462				10,508		237,312,032

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4672		10,445				10,491		236,933,058

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4672		10,450				10,496		237,042,712

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4672		10,466				10,512		237,404,554

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4672		10,477				10,523		237,656,513

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4672		10,485				10,531		237,845,557

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4672		10,484				10,530		237,818,718

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4672		10,496				10,542		238,080,251

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4672		10,520				10,566		238,632,294

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4672		10,507				10,553		238,331,599

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4672		10,531				10,577		238,895,218

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4672		10,521				10,567		238,669,182

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4672		10,539				10,586		239,086,632

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4672		10,568				10,615		239,751,196

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4672		10,566				10,613		239,703,638

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4672		10,564				10,611		224,014,038

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4672		10,586				10,633		224,491,606

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4672		10,573				10,620		224,211,399

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4672		10,573				10,620		224,221,142

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4672		10,564				10,611		224,028,132

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4672		10,582				10,629		224,407,400

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4672		10,586				10,633		224,483,503

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4672		10,587				10,634		224,505,139

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4672		10,605				10,652		224,483,861

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4672		10,647				10,694		235,414,921

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4672		10,632				10,679		235,091,293

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4672		10,607				10,654		234,540,782

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4672		10,609				10,656		234,673,753

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4672		10,585				10,632		234,148,123

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4672		10,576				10,623		233,954,530

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4672		10,603				10,650		234,560,421

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4672		10,585				10,632		234,148,385

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4672		10,581				10,628		234,131,387

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4672		10,608				10,655		234,713,495

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4672		10,625				10,672		233,903,253

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4672		10,632				10,679		234,047,932

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4672		10,626				10,673		233,911,451

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4672		10,629				10,676		233,991,496

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4672		10,587				10,634		233,058,361

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4672		10,601				10,648		233,368,975

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4672		10,570				10,617		232,684,712

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4672		10,577				10,624		232,840,624

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4672		10,589				10,636		233,095,478

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4672		10,602				10,649		233,383,389

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4672		10,599				10,646		233,319,288

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4672		10,600				10,647		233,349,855

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4672		10,612				10,659		233,615,062

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4672		10,617				10,664		233,718,682

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4672		10,624				10,671		233,867,708

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4672		10,624				10,671		233,866,500

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4672		10,618				10,665		233,735,347

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4672		10,624				10,671		233,873,021

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4672		10,634				10,681		234,104,170

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4672		10,608				10,655		233,513,379

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4672		10,657				10,704		234,610,522

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4672		10,696				10,743		235,511,145

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4672		10,676				10,723		235,075,783

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4672		10,705				10,752		235,711,370

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4672		10,710				10,757		235,836,816

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4672		10,744				10,791		234,459,095

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4672		10,776				10,824		235,154,918

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4672		10,756				10,803		236,219,605

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4672		10,787				10,835		236,892,991

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4672		10,770				10,818		236,527,084

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4672		10,758				10,805		236,278,592

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4672		10,762				10,810		236,694,951

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4672		10,773				10,821		236,957,585

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4672		10,770				10,818		236,887,833

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4672		10,760				10,807		236,668,484

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4672		10,805				10,853		237,651,646

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4672		10,800				10,848		237,546,615

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4672		10,797				10,845		237,465,363

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4672		10,818				10,866		237,933,641

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4672		10,818				10,866		237,935,650
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4672

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド

		9360		超長期国債18-20マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,200				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		15		30		10,203				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						45

		第3期		2018/09/10		10		40		10,141

		第4期		2019/03/11		5		45		10,402

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,200				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						45

		第2期		2018/03/12		15		30		10,203				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						45

		第3期		2018/09/10		10		40		10,141

		第4期		2019/03/11		5		45		10,402
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4672		1		20170911		70		20.64		75.99		118.8		6.49		0		0		10215.24		15		10200

		20170911140		4672		1		20170911		140		19.21		70.74		118.8		6.49		0		0		215.24		15		10200

		20170911160		4672		1		20170911		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10200

		20170911210		4672		1		20170911		210		0		0		118.8		6.49		4.21		70.74		10200.24		15		10200

		20180312070		4672		2		20180312		70		29.26		31.9		82.85		49.42		2.02		33.91		10217.76		15		10203

		20180312140		4672		2		20180312		140		23.71		25.85		82.85		49.42		2.02		33.91		217.76		15		10203

		20180312160		4672		2		20180312		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10203

		20180312210		4672		2		20180312		210		0		0		82.85		49.42		10.73		59.76		10202.76		15		10203

		20180910070		4672		3		20180910		70		26.4		-79.38		93.69		72.84		7.44		41.39		10150.86		10		10141

		20180910140		4672		3		20180910		140		14.87		0		14.32		72.84		7.44		41.39		150.86		10		10141

		20180910160		4672		3		20180910		160		-10		0		0		0		0		0		-10		10		10141

		20180910210		4672		3		20180910		210		0		0		93.69		72.84		12.32		41.39		10140.86		10		10141

		20190311070		4672		4		20190311		70		28.84		249.22		93.71		73.02		12.27		41.27		10407.21		5		10402

		20190311140		4672		4		20190311		140		27.6		159.34		93.71		73.02		12.27		41.27		407.21		5		10402

		20190311160		4672		4		20190311		160		-5		0		0		0		0		0		-5		5		10402

		20190311210		4672		4		20190311		210		0		0		93.71		73.02		34.87		200.61		10402.21		5		10402





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
15円		第2期
18.3.12
15円		第3期
18.9.10
10円		第4期
19.3.11
5円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		21		19		76		71		0		0		0		125		119		6		215		15		10,200						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		29		24		32		26		36		2		34		132		83		49		218		15		10,203				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		19		24		15		28		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		26		15		△ 79		0		49		7		41		87		14		73		151		10		10,141				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		200		203		141		402		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-10				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		15		15		10		5		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		29		28		249		159		54		12		41		167		94		73		407		5		10,402

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-5				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0







コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt





FundReport

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64

		1

		2				投資者の皆さまへ																						ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース																																																																																																				Monthly Fund Report

		3

		4

		5

		6

		7																																		追加型投信／国内／債券

		8																																										信託期間										：		2017年3月1日　から　2022年3月10日　まで　																																														基　準　日										：		2019"年"8"月"30"日"

		9																																										決算日										：		毎年3月10日および9月10日 （休業日の場合翌営業日） マイトシガツカガツニチ																																														回次コード										：		4672

		10				当ファンドは、特化型運用を行います。																																																																																																																										※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

		11				≪基準価額・純資産の推移≫ キジュンカガクジュンシサンスイイ

		12																																																																																																																				当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		13				43707.0

		14

		15				基準価額 キジュンカガク														10,818 円

		16				純資産総額 ジュンシサンソウガク														237百万円

		17

		18				期間別騰落率

		19				期間 キカン														ファンド

		20				1カ月間 ゲツ														+1.7 %

		21				3カ月間														+2.7 %

		22				6カ月間														+4.3 %

		23				1年間														+6.7 %

		24				3年間														0.0 %

		25				5年間														0.0 %

		26				年初来 ネンショライ														+5.2 %

		27				設定来 セッテイライ														+8.7 %

		28

		29				※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率0.1836%（税込）です。

		30				※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ブンパイキンサイトウシ

		31

		32

		33

		34				≪分配の推移≫																																										≪主要な資産の状況≫																																																																																※比率は、純資産総額に対するものです。

		35																																										（1万口当たり、税引前）

		36				決算期（年/月）																												分配金														資産別構成 シサンベツコウセイ																																										債券 ポートフォリオ特性値 サイケントクセイチ

		37																																														資産																								銘柄数								比率										直接利回り（％）																																0.5

		38				第1期																(17/09)												15円														国内債券																								9								9855.1%										最終利回り（％）																																0.0

		39				第2期																(18/03)												15円														国内債券先物																								---								---										修正デュレーション																																12.1

		40				第3期																(18/09)												10円														コール・ローン、その他																																144.9%

		41				第4期																(19/03)												5円														合計																								9								10000.0%										※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

		42				0																0												0円

		43				0																0												0円

		44				0																0												0円														債券 種別構成 サイケンタネベツコウセイ																												合計9855.1%														債券 格付別構成 サイケンカクヅケベツコウセイ																												合計10000.0%

		45				0																0												0円														種別 シュベツ																																比率 ヒリツ										格付別 カクヅケベツ																																比率 ヒリツ

		46				0																0												0円														国債																																4947.9%										AAA																																10000.0%

		47				0																0												0円														ABS・MBS等																																4907.2%										AA																																---

		48				0																0												0円														0																																0.0%										A																																---

		49				0																0												0円														0																																0.0%										BBB																																---

		50				0																0												0円														0																																0.0%										BB以下																																---

		51				分配金合計額																				設定来： 45円

		52																								直近12期：

		53				※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61				※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。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、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		1

		2

		3				組入上位10銘柄																																																																																																												合計9855.1%

		4				銘柄名																																																																				利率（％） リリツ																				償還日 ショウカンビ																				比率

		5				１６３  ２０年国債																																																																				0.6																				2037/12/20																				2474.7%

		6				１６６  ２０年国債																																																																				0.7																				2038/09/20																				2473.3%

		7				１０８  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.34																				2051/05/10																				1771.0%

		8				１０７  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.48																				2051/04/10																				1604.3%

		9				１００  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.84																				2050/09/10																				586.4%

		10				１０５  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.79																				2051/02/10																				316.3%

		11				１０３  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.86																				2050/12/10																				309.9%

		12				１１５  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.41																				2051/12/10																				169.8%

		13				９９  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.88																				2050/08/10																				149.4%

		14				---																																																																				---																				---																				---

		15				※比率は、純資産総額に対するものです。

		16

		17

		18				≪ファンドマネージャーのコメント≫																																																																																																																										※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27
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		31

		32
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		35
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		39

		40

		41
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		46

		47
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		49
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		52
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		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72
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		74																																																																																																																														※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。
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		設定時		設定時		設定時

		17/3/1		17/3/1		17/3/1

		17/3/2		17/3/2		17/3/2

		17/3/3		17/3/3		17/3/3

		17/3/6		17/3/6		17/3/6

		17/3/7		17/3/7		17/3/7

		17/3/8		17/3/8		17/3/8

		17/3/9		17/3/9		17/3/9

		17/3/10		17/3/10		17/3/10

		17/3/13		17/3/13		17/3/13

		17/3/14		17/3/14		17/3/14

		17/3/15		17/3/15		17/3/15

		17/3/16		17/3/16		17/3/16

		17/3/17		17/3/17		17/3/17

		17/3/21		17/3/21		17/3/21

		17/3/22		17/3/22		17/3/22

		17/3/23		17/3/23		17/3/23

		17/3/24		17/3/24		17/3/24

		17/3/27		17/3/27		17/3/27

		17/3/28		17/3/28		17/3/28

		17/3/29		17/3/29		17/3/29

		17/3/30		17/3/30		17/3/30

		17/3/31		17/3/31		17/3/31

		17/4/3		17/4/3		17/4/3

		17/4/4		17/4/4		17/4/4

		17/4/5		17/4/5		17/4/5

		17/4/6		17/4/6		17/4/6

		17/4/7		17/4/7		17/4/7

		17/4/10		17/4/10		17/4/10

		17/4/11		17/4/11		17/4/11

		17/4/12		17/4/12		17/4/12

		17/4/13		17/4/13		17/4/13

		17/4/14		17/4/14		17/4/14

		17/4/17		17/4/17		17/4/17

		17/4/18		17/4/18		17/4/18

		17/4/19		17/4/19		17/4/19

		17/4/20		17/4/20		17/4/20

		17/4/21		17/4/21		17/4/21

		17/4/24		17/4/24		17/4/24

		17/4/25		17/4/25		17/4/25

		17/4/26		17/4/26		17/4/26

		17/4/27		17/4/27		17/4/27

		17/4/28		17/4/28		17/4/28

		17/5/1		17/5/1		17/5/1

		17/5/2		17/5/2		17/5/2

		17/5/8		17/5/8		17/5/8

		17/5/9		17/5/9		17/5/9

		17/5/10		17/5/10		17/5/10

		17/5/11		17/5/11		17/5/11

		17/5/12		17/5/12		17/5/12

		17/5/15		17/5/15		17/5/15

		17/5/16		17/5/16		17/5/16

		17/5/17		17/5/17		17/5/17

		17/5/18		17/5/18		17/5/18

		17/5/19		17/5/19		17/5/19

		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30

		17/5/31		17/5/31		17/5/31

		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

10002

10002

20004995

9975

9975

19951956

10000

10000

20012792

10035

10035

20084536

10024

10024

20364430

10007

10007

20330882

10003

10003

36493928

9997

9997

46469240

9999

9999

48676482

10003

10003

48698118

10007

10007

51019340

10034

10034

55148781

10033

10033

315482634

10041

10041

315743047

10053

10053

317136049

10050

10050

347075694

10048

10048

359473902

10053

10053

398650595

10063

10063

399044161

10068

10068

462684700

10056

10056

457127411

10051

10051

460356873

10046

10046

460144719

10046

10046

410242555

10042

10042

410077850

10064

10064

410992664

10077

10077

411520302

10072

10072

412310289

10084

10084

413476441

10107

10107

414455765

10113

10113

395566880

10132

10132

406324458

10149

10149

407036290

10127

10127

404946285

10141

10141

395467809

10146

10146

395173036

10146

10146

398135278

10132

10132

398732509

10138

10138

399979821

10128

10128

399565851

10128

10128

399563782

10144

10144

400477113

10141

10141

400334138

10134

10134

402989419

10118

10118

402324097

10106

10106

403043324

10099

10099

402742857

10083

10083

412106048

10088

10088

412327609

10104

10104

412971748

10093

10093

412622437

10098

10098

412823467

10116

10116

413673121

10134

10134

414383093

10122

10122

413908339

10130

10130

365419079

10121

10121

365112185

10117

10117

374949446

10137

10137

375684743

10129

10129

375402848

10134

10134

375603506

10130

10130

375436280

10118

10118

374991517

10123

10123

375205160

10134

10134

350259716

10140

10140

350564521

10142

10142

360664932

10104

10104

369266697

10132

10132

370281670

10126

10126

370057530

10129

10129

370181529

10133

10133

400310018

10151

10151

400995490

10141

10141

403622590

10142

10142

403635993

10152

10152

201908001

10154

10154

201946154

10158

10158

202033724

10155

10155

203163113

10155

10155

203170066

10162

10162

203298453

10151

10151

203078734

10152

10152

203116014

10116

10116

202388664

10115

10115

202356068

10112

10112

202428935

10105

10105

202277942

10088

10088

202928520

10092

10092

203027509

10085

10085

202874298

10071

10071

202603695

10083

10083

202832962

10112

10112

203422010

10114

10114

203461839

10128

10128

213757905

10123

10123

213642425

10123

10123

213651955

10128

10128

213855769

10128

10128

213852451

10132

10132

214046379

10120

10120

213782245

10132

10132

214043979

10136

10136

214117412

10131

10131

214119215

10133

10133

214171383

10143

10143

224400588

10149

10149

245526309

10150

10150

245562433

10146

10146

365402066

10146

10146

366412630

10163

10163

367039479

10164

10164

367055787

10172

10172

357282301

10173

10173

359431148

10171

10171

359344310

10170

10170

359306774

10177

10177

359551343

10187

10187

359913813

10191

10191

360074205

10192

10192

360107999

10198

10198

460334254

10196

10196

460245061

10199

10199

480329796

10200

10200

480572037

10199

10199

480522009

10203

10203

485626680

10210

10210

493913082

10221

10221

494419077

10219

10219

494368715

10219

10219

495360785

10206

10206

496862426

10224

10224

497754157

10215

10200

496603071

10195.97205882

10181

495763417

10189.96323529

10175

445106707

10172.93823529

10158

444386935

10197.97499999

10183

445470508

10184.95588234

10170

444918895

10189.96323528

10175

449111474

10194.97058822

10180

449332896

10202.98235292

10188

450182300

10202.98235292

10188

450174834

10196.97352939

10182

449909505

10171.93676468

10157

448810157

10147.90147056

10133

447832458

10160.9205882

10146

548630205

10142.89411761

10128

547682282

10136.88529408

10122

467608385

10162.92352937

10148

468800648

10169.93382348

10155

458489092

10151.90735289

10137

457702613

10151.90735289

10137

470647910

10150.9058823

10136

470735830

10150.9058823

10136

470733394

10146.89999994

10132

570446731

10146.89999994

10132

570437872

10144.89705876

10130

570479312

10141.89264699

10127

570308925

10143.89558816

10129

570390930

10137.88676463

10123

570052115

10137.88676463

10123

600015872

10142.89411757

10128

600336032

10144.89705874

10130

580193616

10142.89411756

10128

580049116

10141.89264697

10127

580019314

10145.89852932

10131

580236197

10144.89705873

10130

580377651

10150.90588225

10136

590715810

10156.91470577

10142

591069835

10182.95294106

10168

592592955

10187.960294

10173

592879394

10193.96911752

10179

593253735

10177.9455881

10163

592296804

10172.93823515

10158

592032035

10160.92058809

10146

586409819

10155.91323514

10141

586149497

10166.92941161

10152

586776829

10161.92205866

10147

586489542

10169.93382336

10155

686977896

10174.9411763

10160

687335887

10176.94411747

10162

687439361

10182.95294099

10168

687838483

10178.94705863

10164

687564140

10168.93235274

10154

686881091

10163.92499979

10149

686671613

10182.95294096

10168

687978854

10180.94999978

10166

687839191

10179.94852919

10165

687736667

10170.93529389

10156

687131000

10163.92499977

10149

686691120

10170.93529388

10156

687124289

10171.93676446

10157

687188782

10181.95147034

10167

687855143

10181.95147034

10167

687877860

10187.96029386

10173

688311645

10184.95588209

10170

587851505

10185.95735267

10171

587933427

10191.96617619

10177

588274264

10195.97205854

10181

588525034

10200.97941148

10186

588778605

10185.95735265

10171

577718964

10179.94852912

10165

587383191

10191.96617617

10177

588096585

10200.97941146

10186

588631745

10197.97499969

10183

588524167

10189.96323498

10175

588090123

10188.96176439

10174

588002835

10194.97058791

10180

588442952

10188.96176438

10174

588109408

10182.95294085

10168

587822028

10170.93529379

10156

587122356

10151.90735261

10137

586128704

10164.92647025

10150

589871530

10169.93382319

10155

590155845

10164.92647024

10150

594859307

10159.91911729

10145

594567030

10157.91617611

10143

594475484

10153.91029375

10139

594241781

10164.92647022

10150

594876889

10165.9279408

10151

594897136

10171.93676432

10157

595371590

10164.9264702

10150

594990375

10160.92058784

10146

594753704

10168.93235254

10154

595209094

10166.92941136

10152

595052402

10146.89999959

10132

594116174

10159.91911723

10145

594869504

10147.90147017

10133

594198271

10158.91764664

10144

594844186

10160.92058781

10146

594952381

10167.93088192

10153

595457517

10167.93088192

10153

595483951

10156.91470544

10142

584792111

10167.93088191

10153

585445563

10178.94705838

10164

586089293

10191.96617602

10177

486615780

10193.96911719

10179

486709630

10194.97058777

10180

486756290

10194.97058777

10180

466388183

10188.96176424

10174

466136621

10196.97352894

10182

466473556

10207.98970541

10193

466994722

10213.99852893

10199

467264548

10210.99411716

10196

467123082

10217.00294068

10202

467392908

10221.00882303

10206

467570341

10221.00882303

10206

467713578

10203.98382303

10189

466923699

10234.02794067

10219

468300921

10227.01764655

10212

468004138

10233.02647007

10218

468250880

10227.01764654

10212

467999841

10228.01911712

10213

468043616

10233.02647006

10203

467573821

10228.01175552

10198

467428568

10233.02647005

10203

467628559

10239.04412748

10209

467920965

10246.06472782

10216

468237471

10250.07649944

10220

488455100

10251.07944234

10221

488476678

10254.08827105

10224

488636998

10267.12652882

10237

489267153

10270.13535753

10240

489404198

10263.11475718

10233

489046122

10265.12064299

10235

489160754

10260.10592845

10230

489022682

10254.08827101

10224

488712796

10254.08827101

10224

488728636

10278.15890075

10248

489888955

10280.16478656

10250

589947905

10266.12358587

10236

589184751

10259.10298552

10229

588753748

10265.12064295

10235

589112390

10272.14124329

10242

589479092

10281.16772944

10251

590040965

10278.15890072

10248

589867110

10280.16478653

10250

589975717

10274.14712909

10244

593575321

10274.14712909

10244

593602553

10280.16478652

10250

588967351

10273.14418617

10243

588566163

10243.05589898

10213

586892057

10244.05884188

10214

586940093

10246.06472769

10216

587053284

10240.04707025

10210

586681163

10235.03235572

10205

586425274

10246.06472768

10216

587020084

10270.13535742

10240

588397105

10264.11769998

10234

588112986

10265.12064288

10235

588154904

10254.08827091

10224

587560010

10258.10004253

10228

587780760

10258.10004253

10228

587777717

10259.10298543

10229

587832789

10254.0882709

10224

587511732

10247.06767055

10217

587110553

10242.05295602

10212

586855659

10237.03824149

10207

586541656

10238.04118439

10208

586596733

10243.05589891

10213

586897624

10249.07355634

10219

587263663

10263.11475702

10233

488248409

10262.11181411

10232

488197701

10269.13241445

10239

488525932

10272.14124316

10242

488659270

10279.1618435

10249

491131540

10290.19421546

10260

491647793

10280.1647864

10250

491150670

10272.14124315

10242

490811741

10262.11181409

10232

490342975

10267.12652861

10237

490552419

10262.11181408

10232

492602346

10266.1235857

10236

492836047

10272.14124313

10242

493118422

10267.1265286

10237

452880641

10261.10887116

10231

452616424

10262.11181406

10232

452636331

10274.14712893

10244

456163647

10285.17950089

10255

456643397

10285.17950089

10255

456659081

10291.19715832

10261

456920271

10284.17655797

10254

456609349

10285.17950087

10255

456651269

10291.1971583

10261

456934957

10287.18538667

10257

456731799

10280.16478632

10250

456443378

10280.16478632

10250

456441014

10291.19715828

10261

456920048

10291.19715828

10261

457039644

10297.21481571

10267

467296119

10297.21481571

10267

467299758

10302.22953023

10272

467567515

10312.25895928

10282

468011263

10313.26190218

10283

468054905

10318.2766167

10288

468269909

10312.25895926

10282

467998332

10307.24424473

10277

467772821

10312.25895925

10282

417883455

10312.25895925

10282

417881290

10314.26484506

10284

417971763

10308.24718762

10278

417730385

10315.26778796

10285

419003477

10320.28250248

10290

419200734

10234.02941256

10204

415710419

10208.95583991

10179

414672966

10236.03529837

10206

415813263

10212.96761153

10183

414847444

10204.94406828

10175

414545763

10181.87638144

10152

413578783

10258.10004229

10228

416679886

10179.87049562

10150

413534559

10168.83812365

10139

413108517

10166.83223783

10137

413010172

10173.85283817

10144

413304331

10174.85578107

10145

413342703

10163.8234091

10134

412900388

10166.83223781

10137

413035749

10180.87343849

10151

413577018

10192.90875336

10163

414072706

10181.87638139

10152

413630389

10183.8822672

10154

413730700

10177.86460976

10148

413468173

10179.87049557

10150

413548619

10180.87343847

10151

413582703

10194.91463915

10165

414179661

10186.8910959

10157

413819148

10185.88815299

10156

413817004

10187.8940388

10158

413894324

10195.91758204

10166

414207311

10190.90286751

10161

414005725

10189.8999246

10160

414061749

10173.8528381

10144

413398455

10179.87049553

10150

413637084

10172.84989518

10143

413367708

10172.84989518

10143

413397239

10180.87343842

10151

413715373

10186.89109585

10157

413953894

10186.89109585

10157

413971621

10180.87343841

10141

403269424

10186.89702983

10147

403549916

10186.89702983

10147

403567795

10187.90096173

10148

403585232

10187.90096173

10148

403583142

10181.8773703

10142

403358665

10175.85377887

10136

402819393

10172.84198315

10133

402719301

10153.76727697

10114

401936219

10142.72402602

10103

401515923

10149.75154934

10110

401789652

10165.8144598

10126

402414632

10150.75548124

10111

401824950

10145.73582172

10106

401722160

10149.75154933

10110

401926097

10150.75548123

10111

401963489

10109.59427316

10070

400335552

10125.65718362

10086

400961228

10115.61786458

10076

400580689

10121.641456

10082

400794231

10139.71223027

10100

401517525

10129.67291123

10090

401143637

10133.68863884

10094

401294874

10130.67684312

10091

401155848

10135.69650263

10096

401369812

10125.65718359

10086

400975550

10127.66504739

10088

401053271

10120.63752406

10081

400753327

10129.67291119

10090

401143010

10151.75941307

10112

401984299

10179.86950638

10140

398167661

10184.88916589

10145

398398629

10189.9088254

10150

398586193

10177.86164255

10138

298167286

10166.8183916

10127

297845795

10166.8183916

10127

297560442

10160.79480017

10121

297395471

10155.77514065

10116

297245685

10155.77514065

10116

292186943

10155.77514065

10116

272186331

10156.77907255

10117

272198375

10161.79873206

10122

272329726

10167.82232348

10128

272498622

10177.86164251

10138

272762934

10186.89702964

10147

273027243

10189.90882535

10150

273105566

10191.91668915

10152

273145511

10212.99925913

10173

273726338

10200.95207628

10161

273405380

10210.99139531

10171

273669687

10210.99139531

10171

273668270

10222.03464625

10182

273955040

10222.03464625

10182

273953621

10212.99925911

10173

273726843

10237.0936248

10197

274450319

10236.08969289

10196

274421975

10239.1014886

10199

274524378

10264.19978619

10224

275205285

10253.15653524

10213

274924854

10262.19192237

10222

275163911

10247.13294381

10207

274750502

10269.21944569

10229

275358309

10268.21551378

10228

275329748

10262.19192235

10222

275155162

10257.17226283

10217

275020966

10275.2430371

10235

275525563

10282.27056042

10242

275694447

10293.31381136

10253

276099411

10284.27842422

10244

275858293

10307.36885801

10267

266363294

10282.27056041

10242

265735637

10307.368858

10267

266376561

10301.34526657

10261

266208649

10295.32167514

10255

266066842

10325.43963225

10285

266832518

10380.65588696

10340

268367500

10350.53792984

10310

267627080

10336.48288318

10296

267266418

10316.4042451

10276

266728283

10332.46715556

10292

267147888

10348.53006602

10308

267567491

10350.53792982

10310

267625464

10357.56545314

10317

267817413

10358.56938504

10318

264788883

10352.54579361

10312

264623731

10358.56938503

10318

264783398

10364.59297645

10324

264933809

10368.60870406

10328

265044756

10372.62443167

10332

265129201

10384.67161451

10344

265443423

10385.67554641

10345

265464770

10384.6716145

10344

265536873

10381.65981878

10341

265460097

10391.69913781

10351

265734846

10431.85641396

10391

266781490

10421.81709492

10381

266534603

10423.82495872

10383

266591495

10424.82889062

10384

256365494

10407.76204825

10367

255942308

10435.87214156

10395

256630596

10414.78957157

10374

256117342

10404.75025253

10364

255863880

10410.77384395

10370

247925177

10430.85248202

10390

248402920

10430.85248202

10390

248424346

10437.88000534

10397

248575380

10442.89966485

10402

248703677

10448.92325627

10408

248842566

10448.92325627

10408

248841278

10439.88786913

10399

248638738

10423.82495866

10383

248252242

10422.82102675

10382

248214526

10421.81709484

10381

248201097

10409.76991199

10369

247906760

10391.69913771

10351

247523306

10386.67947819

10346

247340570

10398.72666103

10358

247620176

10413.78563958

10373

247979767

10447.91932431

10407

248796711

10447.91932431

10402

248684905

10438.87959407

10393

248488777

10455.95464007

10410

256919455

10455.95464007

10410

256918126

10449.92815324

10404

254715582

10449.92815324

10404

253671265

10462.98554135

10417

253977425

10454.95022558

10409

253787409

10501.15329123

10455

244763887

10520.23716617

10474

245206546

10490.10473204

10444

240410211

10490.10473204

10444

240420732

10532.2901398

10486

241384426

10526.26365297

10480

240208303

10507.17977802

10461

239767749

10493.11797543

10447

239469796

10493.11797543

10447

239468560

10485.08265966

10439

239298485

10472.02527154

10426

239005753

10496.13121883

10450

239549194

10492.11356094

10446

239448739

10504.16653458

10458

239727281

10509.18860693

10463

239832258

10497.13563328

10451

239575379

10473.02968598

10427

239023849

10476.04292939

10430

239086981

10452.94139656

10407

238561363

10472.0252715

10426

239009014

10463.98995573

10418

238830690

10465.99878467

10420

238862444

10475.0385149

10429

239082399

10484.07824513

10438

239282382

10469.01202806

10423

238937299

10486.08707406

10440

239346460

10499.14446217

10453

239622974

10503.16212005

10457

237101704

10497.13563322

10451

236968183

10492.11356086

10446

236857820

10487.0914885

10441

236732769

10497.1356332

10451

237072448

10497.1356332

10451

237071224

10515.21509367

10469

237468795

10508.18419237

10462

237312032

10491.10914636

10445

236933058

10496.13121871

10450

237042712

10512.20185024

10466

237404554

10523.25040941

10477

237656513

10531.28572517

10485

237845557

10530.28131069

10484

237818718

10542.33428433

10496

238080251

10566.44023162

10520

238632294

10553.3828435

10507

238331599

10577.48879079

10531

238895218

10567.44464608

10521

238669182

10585.52410655

10539

239086632

10614.65212619

10568

239751196

10612.64329724

10566

239703638

10610.63446829

10564

224014038

10632.73158664

10586

224491606

10619.67419852

10573

224211399

10619.67419852

10573

224221142

10610.63446828

10564

224028132

10628.71392875

10582

224407400

10632.73158663

10586

224483503

10633.7360011

10587

224505139

10651.81546157

10605

224483861

10694.00086933

10647

235414921

10678.93465226

10632

235091293

10653.82429049

10607

234540782

10655.83311943

10609

234673753

10631.72717213

10585

234148123

10622.68744189

10576

233954530

10649.80663259

10603

234560421

10631.72717211

10585

234148385

10627.70951422

10581

234131387

10654.82870492

10608

234713495

10671.90375092

10625

233903253

10678.93465221

10632

234047932

10672.90816538

10626

233911451

10675.92140879

10629

233991496

10633.73600102

10587

233058361

10647.7978036

10601

233368975

10616.660955

10570

232684712

10623.69185629

10577

232840624

10635.74482993

10589

233095478

10648.80221804

10602

233383389

10645.78897462

10599

233319288

10646.79338909

10600

233349855

10658.84636273

10612

233615062

10663.86843508

10617

233718682

10670.89933637

10624

233867708

10670.89933637

10624

233866500

10664.87284954

10618

233735347

10670.89933636

10624

233873021

10680.94348106

10634

234104170

10654.82870482

10608

233513379

10704.04501388

10657

234610522

10743.21717823

10696

235511145

10723.12888881

10676

235075783

10752.25690845

10705

235711370

10757.2789808

10710

235836816

10791.4290728

10744

234459095

10823.57033586

10776

235154918

10803.48204644

10756

236219605

10834.61889503

10787

236892991

10817.54384902

10770

236527084

10805.49087537

10758

236278592

10809.50853325

10762

236694951

10820.55709242

10773

236957585

10817.543849

10770

236887833

10807.49970429

10760

236668484

10852.69835546

10805

237651646

10847.6762831

10800

237546615

10844.66303968

10797

237465363

10865.75574356

10818

237933641

10865.75574356

10818

237935650



Bシート

		2019/08/30				資産別構成 シサンベツコウセイ								公社債種別構成 ベツコウセイ						格付別構成 カクヅベツコウセイ						ポートフォリオ特性値 トクセイアタイ						MF別構成 ベツコウセイ						組入上位銘柄 クミイジョウイメイガラ												残存期間別構成（ポート比） ザンゾンキカンベツコウセイ						平均残存期間 ヘイキンザンゾンキカン								ファンド

						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		9		9,855.1%				国債		4,947.9%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.5				超長期国債18-20MF		5,006.3%				１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		2,474.7%				1年未満		---				年 ネン		24.7398111985						-1		20190731		1.7%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				ABS・MBS等		4,907.2%				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				住宅金融支援機構債MF		4,984.4%				１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		2,473.3%				1年以上2年未満		---				日 ヒ		9030.0310874431						-3		20190531		2.7%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		9		98.5508812992				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				144.9%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		12.1				---		---				１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		0.3		---		2051/05/10		1,771.0%				2年以上3年未満		---												-6		20190228		4.3%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		---		1年未満		---

						合計 ゴウケイ		9		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		25.1				---		---				１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		0.5		---		2051/04/10		1,604.3%				3年以上4年未満		---												-12		20180831		6.7%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		9162.8				---		---				１００  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2050/09/10		586.4%				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2051/02/10		316.3%				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9325						---		---				１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/12/10		309.9%				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		5.2%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		---		4年以上5年未満		---

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.4		---		2051/12/10		169.8%				7年以上8年未満		---												設定来 セッテイライ				8.7%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		---		5年以上6年未満		---

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.5				---		---				９９  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/08/10		149.4%				8年以上9年未満		---																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		---		6年以上7年未満		---

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.0				---		---				---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		---		7年以上8年未満		---

														合計 ゴウケイ		9,855.1%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		6.6				合計 ゴウケイ		9,990.7%				合計 ゴウケイ								9,855.1%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		31.6																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		11521.1										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		2,474.7%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				9360												１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		2,473.3%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		0.3		---		2051/05/10		1,771.0%				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		98.5508812992				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6										１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		0.5		---		2051/04/10		1,604.3%				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		9		9,855.1%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0										１００  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2050/09/10		586.4%				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7										１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2051/02/10		316.3%				18年以上19年未満		2511.0%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.4%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7										１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/12/10		309.9%				19年以上		7489.0%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		9		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0										１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.4		---		2051/12/10		169.8%																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		25.1103997229		18年以上19年未満		2511.0%

																				B+		---																９９  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/08/10		149.4%				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				74.8895977184		19年以上		7489.0%

																				B		---				---												---		---		---		---		---				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		---												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		---												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,855.1%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		---		1年未満		---

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

																				9325																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		---		4年以上5年未満		---

																				AAA		4,979.3%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		---		5年以上6年未満		---

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---																														FR1		外国リート		0												6		～		7		---		6年以上7年未満		---

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,855.1%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		---		7年以上8年未満		---

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		4,979.3%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		4,979.3%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		2,474.7%																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		7,380.4%																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		24.7465216165		18年以上19年未満		2,474.7%

																				A-		---																																																																												19		～				73.8043598988		19年以上		7,380.4%

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				9360						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		5,020.7%				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		5,020.7%				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		5,020.7%				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。
　国債利回りの低下を受けて、機構債の利回りは低下しました。

※機構債とは、住宅金融支援機構が発行するRMBS（住宅ローン担保証券）をさします。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。
　低金利環境下において、相対的に利回りが高い機構債に対するニーズは強く、機構債市場は堅調に推移するとみています。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		DB1		国内債券		9		0		0.00		234,487,680		98.55		234,487,680		98.55		237935650		234,487,680		98.55



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20MF		119,117,691		50.06		237935650

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債MF		118,597,827		49.84		237935650



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0001		国債		0		0.00		117,728,845		50.21		117,728,845		50.21		234,487,681		49.48		237935650		117,728,845		49.48

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0008		ABS・MBS等		0		0.00		116,758,835		49.79		116,758,835		49.79		234,487,681		49.07		237935650		116,758,835		49.07



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		AAA		0		0.00		234,487,680		100.00		234,487,680		100.00		234,487,681		98.55		237935650				9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		AAA		2,634,098,418		100.00		2,634,098,418		2675586367		116,758,835		49.79		49.07				9360		超長期国債18-20マザーファンド		AAA		3,718,823,600		100.00		3,718,823,600		3762694524		117,728,845		50.21		49.48
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公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		20181220000006		１６６  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.7		20380920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.91		0.6205838808		0.026		19.07123288		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		234,487,681		237935650				25.10

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171220000009		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		38,961,623		16.37		38,961,623		16.37		234,487,681		237935650				16.62

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20161115045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		19,153,845		8.05		19,153,845		8.05		234,487,681		237935650				8.17

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160520045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		11,451,742		4.81		11,451,742		4.81		234,487,681		237935650				4.88

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092150943		20161226045001		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.41		20511210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.848		0.3980969026		-0.024		32.30136986		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		234,487,681		237935650				1.72

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160627045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160822045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160607045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160606045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160602045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160531045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160519045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160921045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160415000001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160420000003		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160525045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160524045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160523045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		20160908045001		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.79		20510210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.531		0.750736482		-0.002		31.47123288		0		0.00		3,762,831		1.58		3,762,831		1.58		234,487,681		237935650				1.60

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		20160907045001		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.79		20510210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.531		0.750736482		-0.002		31.47123288		0		0.00		3,762,831		1.58		3,762,831		1.58		234,487,681		237935650				1.60

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		20160405045001		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.86		20501210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.405		0.8143939394		-0.004		31.30136986		0		0.00		3,686,752		1.55		3,686,752		1.55		234,487,681		237935650				1.57

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		20160511000009		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.86		20501210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.405		0.8143939394		-0.004		31.30136986		0		0.00		3,686,752		1.55		3,686,752		1.55		234,487,681		237935650				1.57

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		091990943		20160229045003		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.88		20500810		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.298		0.8329389494		-0.007		30.96712329		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		234,487,681		237935650				1.52

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160727045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160725045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160721045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160707045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180618000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,945,793		1.24		2,945,793		1.24		234,487,681		237935650				1.26

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180717000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,454,828		1.03		2,454,828		1.03		234,487,681		237935650				1.05

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180704000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,104,138		0.88		2,104,138		0.88		234,487,681		237935650				0.90

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180626000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,104,138		0.88		2,104,138		0.88		234,487,681		237935650				0.90

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180319000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		1,578,104		0.66		1,578,104		0.66		234,487,681		237935650				0.67

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180621000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		946,862		0.40		946,862		0.40		234,487,681		237935650				0.40

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180629000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		946,862		0.40		946,862		0.40		234,487,681		237935650				0.40

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180328000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		911,793		0.38		911,793		0.38		234,487,681		237935650				0.39

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180326000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		876,724		0.37		876,724		0.37		234,487,681		237935650				0.37

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180703000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		876,724		0.37		876,724		0.37		234,487,681		237935650				0.37

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180404000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		841,655		0.35		841,655		0.35		234,487,681		237935650				0.36

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180705000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180706000010		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171225000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180607000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		631,241		0.27		631,241		0.27		234,487,681		237935650				0.27

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180528000005		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		596,172		0.25		596,172		0.25		234,487,681		237935650				0.25



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		20371220		219		6687		0		0.00		58,880,797		24.75		58,880,797		24.75		237935650		1654.799898792

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		20380920		228		6961		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		237935650		1721.6472694529

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510510		380		11576		0		0.00		42,138,459		17.71		42,138,459		17.71		237935650		2050.1122945805

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510410		379		11546		0		0.00		38,172,475		16.04		38,172,475		16.04		237935650		1852.3470373187

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20500910		372		11334		0		0.00		13,952,862		5.86		13,952,862		5.86		237935650		664.6407879946

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510210		377		11487		0		0.00		7,525,663		3.16		7,525,663		3.16		237935650		363.3221456347

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20501210		375		11425		0		0.00		7,373,504		3.10		7,373,504		3.10		237935650		354.054901819

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20511210		387		11790		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		237935650		200.1891786288

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20500810		371		11303		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		237935650		168.917573222



&L&F&C&P&R&A



組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20371220										1.00		0		0.00		58,880,797		24.75		58,880,797		24.75		237935650		58,880,797		24.75

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.7		20380920										1.00		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		237935650		58,848,048		24.73

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.34		20510510										1.00		0		0.00		42,138,459		17.71		42,138,459		17.71		237935650		42,138,459		17.71

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.48		20510410										1.00		0		0.00		38,172,475		16.04		38,172,475		16.04		237935650		38,172,475		16.04

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.84		20500910										1.00		0		0.00		13,952,862		5.86		13,952,862		5.86		237935650		13,952,862		5.86

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.79		20510210										1.00		0		0.00		7,525,663		3.16		7,525,663		3.16		237935650		7,525,663		3.16

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.86		20501210										1.00		0		0.00		7,373,504		3.10		7,373,504		3.10		237935650		7,373,504		3.10

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.41		20511210										1.00		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		237935650		4,040,046		1.70

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.88		20500810										1.00		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		237935650		3,555,827		1.49



&L&F&C&P&R&A



ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0.5437119456		0.0025094837		12.1323643343		25.1035919436		9162.8110571142		234,487,675																						20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		0.5060155577		-0.0131075262		6.5613977989		31.5646326378		11521.0909127918		2,634,098,418																						20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		0.5810977428		0.0179977746		17.6574297614		18.6957860047		6823.9618901633		3,718,823,600

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		38,961,623		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		21102923		389616		678127048		713798282		260536373001				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		20160229045003		80,220,045		0.8329389494		-0.007		6.298		30.96712329		20500810		11303		66818400		-561540		505225843		2484184024		906727168635				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,230,721,360		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		666600000		12307214		21420705271		22547489689		8229833734320

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		876,724		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		474863		8767		15259381		16062064		5862653388				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160707045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		1,578,104		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		854754		15781		27466900		28911730		10552781448				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160725045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		49849200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		27000000		498492		867625326		913264659		333341600400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160721045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		27694000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		911,793		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		493858		9118		15869757		16704547		6097159791				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160727045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		28801760		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15600000		288018		501294633		527664025		192597369120

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		2,454,828		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1329617		24548		42726281		44973794		16415434836				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160405045001		83,173,728		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		67736180		-332695		532727728		2603451623		950259842400				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		26586240		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14400000		265862		462733507		487074485		177782186880

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160511000009		83,173,728		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		67736180		-332695		532727728		2603451623		950259842400				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18831920		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10200000		188319		327769568		345011093		125929049040

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160907045001		84,890,093		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		63730090		-169780		554417197		2671595886		975132498291				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19939680		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10800000		199397		347050130		365305864		133336640160

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		2,104,138		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1139672		21041		36622522		38548961		14070370806				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160908045001		84,890,093		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		63730090		-169780		554417197		2671595886		975132498291				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		93051840		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		50400000		930518		1619567275		1704760697		622237654080

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		876,724		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		474863		8767		15259381		16062064		5862653388				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160519045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		29909520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		946,862		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		512852		9469		16480133		17347031		6331666194				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160420000003		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		66465600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		2,104,138		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1139672		21041		36622522		38548961		14070370806				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160415000001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		29909520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		946,862		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		512852		9469		16480133		17347031		6331666194				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160520045001		258,353,182		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		120106080		-2583532		1702030763		8172454354		2982945839372				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		27694000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		2,945,793		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1595540		29458		51271527		53968542		19698517791				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160921045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		66465600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		631,241		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		341901		6312		10986750		11564681		4221108567				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160525045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		596,172		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		322907		5962		10376374		10922198		3986602164				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160524045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		841,655		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		455869		8417		14649005		15419581		5628146985				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160523045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		77543200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		42000000		775432		1349639396		1420633914		518531378400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		58,848,048		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		36520150		1530049		1053968540		1122304828		409641262128				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160531045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1858894560		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1153600000		48331259		33292801570		35451411053		12939765032160

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		20160229045003		3,555,827		0.8329389494		-0.007		6.298		30.96712329		20500810		11303		2961787		-24891		22394598		110113733		40191512581				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160602045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160727045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160606045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160725045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20161115045001		432,113,874		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		143461300		-8642277		2878310515		13704521109		5002150205424

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160721045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160822045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160707045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160627045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160405045001		3,686,752		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		3002468		-14747		23613647		115400388		42121141600				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160607045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160511000009		3,686,752		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		3002468		-14747		23613647		115400388		42121141600				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		20161226045001		91,144,090		0.3980969026		-0.024		6.848		32.30136986		20511210		11790		36284180		-2187458		624154728		2944078962		1074588821100

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160907045001		3,762,831		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		2824895		-7526		24575049		118420931		43223639697

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160908045001		3,762,831		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		2824895		-7526		24575049		118420931		43223639697

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160524045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160415000001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160420000003		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160519045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160520045001		11,451,742		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		5323812		-114517		75444076		362251543		132221813132

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160523045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160525045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160921045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160607045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20161115045001		19,153,845		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		6359054		-383077		127583762		607465506		221724909720

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160822045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160627045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160531045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160602045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160606045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		20161226045001		4,040,046		0.3980969026		-0.024		6.848		32.30136986		20511210		11790		1608330		-96961		27666235		130499020		47632142340
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4672

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4672		10,002				10,002		20,004,995																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4672		9,975				9,975		19,951,956																基準価額 キジュンカガク		10818						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4672		10,000				10,000		20,012,792																純資産総額 ジュンシサンソウガク		237935650

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4672		10,035				10,035		20,084,536																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		237百万円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4672		10,024				10,024		20,364,430																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		10865.75574356						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4672		10,007				10,007		20,330,882																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4672		10,003				10,003		36,493,928																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4672		9,997				9,997		46,469,240																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4672		9,999				9,999		48,676,482																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4672		10,003				10,003		48,698,118																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4672		10,007				10,007		51,019,340

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4672		10,034				10,034		55,148,781

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4672		10,033				10,033		315,482,634																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4672		10,041				10,041		315,743,047																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4672		10,053				10,053		317,136,049																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4672		10,050				10,050		347,075,694																-1		20190731		1.7%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.5%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4672		10,048				10,048		359,473,902																-3		20190531		2.7%				-1		20190730		1.8%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4672		10,053				10,053		398,650,595																-6		20190228		4.3%				-3		20190530		3.0%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4672		10,063				10,063		399,044,161																-12		20180831		6.7%				-6		20190228		4.3%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4672		10,068				10,068		462,684,700																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		6.8%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4672		10,056				10,056		457,127,411																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4672		10,051				10,051		460,356,873																年初来 ネンショライ		20181231		5.2%				年初来 ネンショライ		20181231		5.2%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4672		10,046				10,046		460,144,719																設定来 セッテイク				8.7%				設定来 セッテイク				8.7%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4672		10,046				10,046		410,242,555

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4672		10,042				10,042		410,077,850																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4672		10,064				10,064		410,992,664																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4672		10,077				10,077		411,520,302																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4672		10,072				10,072		412,310,289																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4672		10,084				10,084		413,476,441																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4672		10,107				10,107		414,455,765																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4672		10,113				10,113		395,566,880																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4672		10,132				10,132		406,324,458																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4672		10,149				10,149		407,036,290																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4672		10,127				10,127		404,946,285																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4672		10,141				10,141		395,467,809																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4672		10,146				10,146		395,173,036

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4672		10,146				10,146		398,135,278																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4672		10,132				10,132		398,732,509																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4672		10,138				10,138		399,979,821																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4672		10,128				10,128		399,565,851																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4672		10,128				10,128		399,563,782																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4672		10,144				10,144		400,477,113																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4672		10,141				10,141		400,334,138																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4672		10,134				10,134		402,989,419																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4672		10,118				10,118		402,324,097																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4672		10,106				10,106		403,043,324																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4672		10,099				10,099		402,742,857																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4672		10,083				10,083		412,106,048

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4672		10,088				10,088		412,327,609

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4672		10,104				10,104		412,971,748

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4672		10,093				10,093		412,622,437

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4672		10,098				10,098		412,823,467

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4672		10,116				10,116		413,673,121

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4672		10,134				10,134		414,383,093

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4672		10,122				10,122		413,908,339

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4672		10,130				10,130		365,419,079

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4672		10,121				10,121		365,112,185

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4672		10,117				10,117		374,949,446

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4672		10,137				10,137		375,684,743

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4672		10,129				10,129		375,402,848

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4672		10,134				10,134		375,603,506

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4672		10,130				10,130		375,436,280

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4672		10,118				10,118		374,991,517

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4672		10,123				10,123		375,205,160

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4672		10,134				10,134		350,259,716

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4672		10,140				10,140		350,564,521

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4672		10,142				10,142		360,664,932

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4672		10,104				10,104		369,266,697

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4672		10,132				10,132		370,281,670

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4672		10,126				10,126		370,057,530

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4672		10,129				10,129		370,181,529

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4672		10,133				10,133		400,310,018

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4672		10,151				10,151		400,995,490

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4672		10,141				10,141		403,622,590

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4672		10,142				10,142		403,635,993

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4672		10,152				10,152		201,908,001

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4672		10,154				10,154		201,946,154

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4672		10,158				10,158		202,033,724

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4672		10,155				10,155		203,163,113

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4672		10,155				10,155		203,170,066

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4672		10,162				10,162		203,298,453

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4672		10,151				10,151		203,078,734

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4672		10,152				10,152		203,116,014

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4672		10,116				10,116		202,388,664

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4672		10,115				10,115		202,356,068

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4672		10,112				10,112		202,428,935

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4672		10,105				10,105		202,277,942

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4672		10,088				10,088		202,928,520

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4672		10,092				10,092		203,027,509

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4672		10,085				10,085		202,874,298

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4672		10,071				10,071		202,603,695

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4672		10,083				10,083		202,832,962

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4672		10,112				10,112		203,422,010

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4672		10,114				10,114		203,461,839

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4672		10,128				10,128		213,757,905

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4672		10,123				10,123		213,642,425

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4672		10,123				10,123		213,651,955

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4672		10,128				10,128		213,855,769

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4672		10,128				10,128		213,852,451

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4672		10,132				10,132		214,046,379

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4672		10,120				10,120		213,782,245

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4672		10,132				10,132		214,043,979

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4672		10,136				10,136		214,117,412

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4672		10,131				10,131		214,119,215

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4672		10,133				10,133		214,171,383

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4672		10,143				10,143		224,400,588

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4672		10,149				10,149		245,526,309

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4672		10,150				10,150		245,562,433

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4672		10,146				10,146		365,402,066

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4672		10,146				10,146		366,412,630

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4672		10,163				10,163		367,039,479

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4672		10,164				10,164		367,055,787

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4672		10,172				10,172		357,282,301

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4672		10,173				10,173		359,431,148

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4672		10,171				10,171		359,344,310

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4672		10,170				10,170		359,306,774

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4672		10,177				10,177		359,551,343

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4672		10,187				10,187		359,913,813

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4672		10,191				10,191		360,074,205

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4672		10,192				10,192		360,107,999

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4672		10,198				10,198		460,334,254

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4672		10,196				10,196		460,245,061

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4672		10,199				10,199		480,329,796

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4672		10,200				10,200		480,572,037

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4672		10,199				10,199		480,522,009

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4672		10,203				10,203		485,626,680

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4672		10,210				10,210		493,913,082

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4672		10,221				10,221		494,419,077

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4672		10,219				10,219		494,368,715

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4672		10,219				10,219		495,360,785

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4672		10,206				10,206		496,862,426

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4672		10,224				10,224		497,754,157

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4672		10,200		15		10,215		496,603,071

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4672		10,181				10,196		495,763,417

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4672		10,175				10,190		445,106,707

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4672		10,158				10,173		444,386,935

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4672		10,183				10,198		445,470,508

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4672		10,170				10,185		444,918,895

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4672		10,175				10,190		449,111,474

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4672		10,180				10,195		449,332,896

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4672		10,188				10,203		450,182,300

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4672		10,188				10,203		450,174,834

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4672		10,182				10,197		449,909,505

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4672		10,157				10,172		448,810,157

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4672		10,133				10,148		447,832,458

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4672		10,146				10,161		548,630,205

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4672		10,128				10,143		547,682,282

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4672		10,122				10,137		467,608,385

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4672		10,148				10,163		468,800,648

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4672		10,155				10,170		458,489,092

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4672		10,137				10,152		457,702,613

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4672		10,137				10,152		470,647,910

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4672		10,136				10,151		470,735,830

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4672		10,136				10,151		470,733,394

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4672		10,132				10,147		570,446,731

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4672		10,132				10,147		570,437,872

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4672		10,130				10,145		570,479,312

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4672		10,127				10,142		570,308,925

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4672		10,129				10,144		570,390,930

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4672		10,123				10,138		570,052,115

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4672		10,123				10,138		600,015,872

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4672		10,128				10,143		600,336,032

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4672		10,130				10,145		580,193,616

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4672		10,128				10,143		580,049,116

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4672		10,127				10,142		580,019,314

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4672		10,131				10,146		580,236,197

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4672		10,130				10,145		580,377,651

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4672		10,136				10,151		590,715,810

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4672		10,142				10,157		591,069,835

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4672		10,168				10,183		592,592,955

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4672		10,173				10,188		592,879,394

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4672		10,179				10,194		593,253,735

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4672		10,163				10,178		592,296,804

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4672		10,158				10,173		592,032,035

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4672		10,146				10,161		586,409,819

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4672		10,141				10,156		586,149,497

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4672		10,152				10,167		586,776,829

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4672		10,147				10,162		586,489,542

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4672		10,155				10,170		686,977,896

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4672		10,160				10,175		687,335,887

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4672		10,162				10,177		687,439,361

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4672		10,168				10,183		687,838,483

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4672		10,164				10,179		687,564,140

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4672		10,154				10,169		686,881,091

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4672		10,149				10,164		686,671,613

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4672		10,168				10,183		687,978,854

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4672		10,166				10,181		687,839,191

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4672		10,165				10,180		687,736,667

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4672		10,156				10,171		687,131,000

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4672		10,149				10,164		686,691,120

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4672		10,156				10,171		687,124,289

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4672		10,157				10,172		687,188,782

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4672		10,167				10,182		687,855,143

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4672		10,167				10,182		687,877,860

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4672		10,173				10,188		688,311,645

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4672		10,170				10,185		587,851,505

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4672		10,171				10,186		587,933,427

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4672		10,177				10,192		588,274,264

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4672		10,181				10,196		588,525,034

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4672		10,186				10,201		588,778,605

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4672		10,171				10,186		577,718,964

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4672		10,165				10,180		587,383,191

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4672		10,177				10,192		588,096,585

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4672		10,186				10,201		588,631,745

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4672		10,183				10,198		588,524,167

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4672		10,175				10,190		588,090,123

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4672		10,174				10,189		588,002,835

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4672		10,180				10,195		588,442,952

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4672		10,174				10,189		588,109,408

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4672		10,168				10,183		587,822,028

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4672		10,156				10,171		587,122,356

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4672		10,137				10,152		586,128,704

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4672		10,150				10,165		589,871,530

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4672		10,155				10,170		590,155,845

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4672		10,150				10,165		594,859,307

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4672		10,145				10,160		594,567,030

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4672		10,143				10,158		594,475,484

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4672		10,139				10,154		594,241,781

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4672		10,150				10,165		594,876,889

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4672		10,151				10,166		594,897,136

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4672		10,157				10,172		595,371,590

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4672		10,150				10,165		594,990,375

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4672		10,146				10,161		594,753,704

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4672		10,154				10,169		595,209,094

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4672		10,152				10,167		595,052,402

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4672		10,132				10,147		594,116,174

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4672		10,145				10,160		594,869,504

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4672		10,133				10,148		594,198,271

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4672		10,144				10,159		594,844,186

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4672		10,146				10,161		594,952,381

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4672		10,153				10,168		595,457,517

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4672		10,153				10,168		595,483,951

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4672		10,142				10,157		584,792,111

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4672		10,153				10,168		585,445,563

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4672		10,164				10,179		586,089,293

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4672		10,177				10,192		486,615,780

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4672		10,179				10,194		486,709,630

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4672		10,180				10,195		486,756,290

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4672		10,180				10,195		466,388,183

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4672		10,174				10,189		466,136,621

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4672		10,182				10,197		466,473,556

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4672		10,193				10,208		466,994,722

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4672		10,199				10,214		467,264,548

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4672		10,196				10,211		467,123,082

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4672		10,202				10,217		467,392,908

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4672		10,206				10,221		467,570,341

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4672		10,206				10,221		467,713,578

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4672		10,189				10,204		466,923,699

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4672		10,219				10,234		468,300,921

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4672		10,212				10,227		468,004,138

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4672		10,218				10,233		468,250,880

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4672		10,212				10,227		467,999,841

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4672		10,213				10,228		468,043,616

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4672		10,203		15		10,233		467,573,821

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4672		10,198				10,228		467,428,568

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4672		10,203				10,233		467,628,559

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4672		10,209				10,239		467,920,965

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4672		10,216				10,246		468,237,471

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4672		10,220				10,250		488,455,100

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4672		10,221				10,251		488,476,678

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4672		10,224				10,254		488,636,998

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4672		10,237				10,267		489,267,153

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4672		10,240				10,270		489,404,198

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4672		10,233				10,263		489,046,122

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4672		10,235				10,265		489,160,754

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4672		10,230				10,260		489,022,682

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4672		10,224				10,254		488,712,796

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4672		10,224				10,254		488,728,636

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4672		10,248				10,278		489,888,955

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4672		10,250				10,280		589,947,905

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4672		10,236				10,266		589,184,751

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4672		10,229				10,259		588,753,748

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4672		10,235				10,265		589,112,390

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4672		10,242				10,272		589,479,092

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4672		10,251				10,281		590,040,965

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4672		10,248				10,278		589,867,110

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4672		10,250				10,280		589,975,717

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4672		10,244				10,274		593,575,321

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4672		10,244				10,274		593,602,553

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4672		10,250				10,280		588,967,351

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4672		10,243				10,273		588,566,163

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4672		10,213				10,243		586,892,057

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4672		10,214				10,244		586,940,093

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4672		10,216				10,246		587,053,284

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4672		10,210				10,240		586,681,163

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4672		10,205				10,235		586,425,274

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4672		10,216				10,246		587,020,084

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4672		10,240				10,270		588,397,105

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4672		10,234				10,264		588,112,986

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4672		10,235				10,265		588,154,904

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4672		10,224				10,254		587,560,010

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4672		10,228				10,258		587,780,760

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4672		10,228				10,258		587,777,717

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4672		10,229				10,259		587,832,789

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4672		10,224				10,254		587,511,732

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4672		10,217				10,247		587,110,553

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4672		10,212				10,242		586,855,659

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4672		10,207				10,237		586,541,656

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4672		10,208				10,238		586,596,733

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4672		10,213				10,243		586,897,624

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4672		10,219				10,249		587,263,663

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4672		10,233				10,263		488,248,409

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4672		10,232				10,262		488,197,701

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4672		10,239				10,269		488,525,932

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4672		10,242				10,272		488,659,270

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4672		10,249				10,279		491,131,540

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4672		10,260				10,290		491,647,793

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4672		10,250				10,280		491,150,670

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4672		10,242				10,272		490,811,741

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4672		10,232				10,262		490,342,975

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4672		10,237				10,267		490,552,419

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4672		10,232				10,262		492,602,346

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4672		10,236				10,266		492,836,047

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4672		10,242				10,272		493,118,422

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4672		10,237				10,267		452,880,641

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4672		10,231				10,261		452,616,424

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4672		10,232				10,262		452,636,331

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4672		10,244				10,274		456,163,647

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4672		10,255				10,285		456,643,397

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4672		10,255				10,285		456,659,081

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4672		10,261				10,291		456,920,271

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4672		10,254				10,284		456,609,349

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4672		10,255				10,285		456,651,269

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4672		10,261				10,291		456,934,957

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4672		10,257				10,287		456,731,799

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4672		10,250				10,280		456,443,378

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4672		10,250				10,280		456,441,014

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4672		10,261				10,291		456,920,048

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4672		10,261				10,291		457,039,644

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4672		10,267				10,297		467,296,119

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4672		10,267				10,297		467,299,758

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4672		10,272				10,302		467,567,515

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4672		10,282				10,312		468,011,263

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4672		10,283				10,313		468,054,905

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4672		10,288				10,318		468,269,909

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4672		10,282				10,312		467,998,332

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4672		10,277				10,307		467,772,821

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4672		10,282				10,312		417,883,455

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4672		10,282				10,312		417,881,290

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4672		10,284				10,314		417,971,763

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4672		10,278				10,308		417,730,385

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4672		10,285				10,315		419,003,477

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4672		10,290				10,320		419,200,734

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4672		10,204				10,234		415,710,419

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4672		10,179				10,209		414,672,966

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4672		10,206				10,236		415,813,263

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4672		10,183				10,213		414,847,444

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4672		10,175				10,205		414,545,763

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4672		10,152				10,182		413,578,783

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4672		10,228				10,258		416,679,886

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4672		10,150				10,180		413,534,559

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4672		10,139				10,169		413,108,517

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4672		10,137				10,167		413,010,172

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4672		10,144				10,174		413,304,331

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4672		10,145				10,175		413,342,703

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4672		10,134				10,164		412,900,388

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4672		10,137				10,167		413,035,749

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4672		10,151				10,181		413,577,018

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4672		10,163				10,193		414,072,706

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4672		10,152				10,182		413,630,389

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4672		10,154				10,184		413,730,700

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4672		10,148				10,178		413,468,173

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4672		10,150				10,180		413,548,619

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4672		10,151				10,181		413,582,703

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4672		10,165				10,195		414,179,661

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4672		10,157				10,187		413,819,148

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4672		10,156				10,186		413,817,004

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4672		10,158				10,188		413,894,324

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4672		10,166				10,196		414,207,311

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4672		10,161				10,191		414,005,725

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4672		10,160				10,190		414,061,749

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4672		10,144				10,174		413,398,455

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4672		10,150				10,180		413,637,084

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4672		10,143				10,173		413,367,708

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4672		10,143				10,173		413,397,239

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4672		10,151				10,181		413,715,373

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4672		10,157				10,187		413,953,894

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4672		10,157				10,187		413,971,621

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4672		10,141		10		10,181		403,269,424

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4672		10,147				10,187		403,549,916

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4672		10,147				10,187		403,567,795

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4672		10,148				10,188		403,585,232

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4672		10,148				10,188		403,583,142

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4672		10,142				10,182		403,358,665

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4672		10,136				10,176		402,819,393

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4672		10,133				10,173		402,719,301

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4672		10,114				10,154		401,936,219

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4672		10,103				10,143		401,515,923

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4672		10,110				10,150		401,789,652

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4672		10,126				10,166		402,414,632

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4672		10,111				10,151		401,824,950

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4672		10,106				10,146		401,722,160

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4672		10,110				10,150		401,926,097

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4672		10,111				10,151		401,963,489

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4672		10,070				10,110		400,335,552

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4672		10,086				10,126		400,961,228

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4672		10,076				10,116		400,580,689

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4672		10,082				10,122		400,794,231

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4672		10,100				10,140		401,517,525

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4672		10,090				10,130		401,143,637

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4672		10,094				10,134		401,294,874

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4672		10,091				10,131		401,155,848

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4672		10,096				10,136		401,369,812

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4672		10,086				10,126		400,975,550

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4672		10,088				10,128		401,053,271

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4672		10,081				10,121		400,753,327

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4672		10,090				10,130		401,143,010

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4672		10,112				10,152		401,984,299

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4672		10,140				10,180		398,167,661

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4672		10,145				10,185		398,398,629

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4672		10,150				10,190		398,586,193

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4672		10,138				10,178		298,167,286

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4672		10,127				10,167		297,845,795

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4672		10,127				10,167		297,560,442

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4672		10,121				10,161		297,395,471

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4672		10,116				10,156		297,245,685

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4672		10,116				10,156		292,186,943

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4672		10,116				10,156		272,186,331

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4672		10,117				10,157		272,198,375

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4672		10,122				10,162		272,329,726

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4672		10,128				10,168		272,498,622

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4672		10,138				10,178		272,762,934

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4672		10,147				10,187		273,027,243

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4672		10,150				10,190		273,105,566

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4672		10,152				10,192		273,145,511

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4672		10,173				10,213		273,726,338

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4672		10,161				10,201		273,405,380

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4672		10,171				10,211		273,669,687

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4672		10,171				10,211		273,668,270

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4672		10,182				10,222		273,955,040

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4672		10,182				10,222		273,953,621

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4672		10,173				10,213		273,726,843

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4672		10,197				10,237		274,450,319

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4672		10,196				10,236		274,421,975

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4672		10,199				10,239		274,524,378

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4672		10,224				10,264		275,205,285

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4672		10,213				10,253		274,924,854

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4672		10,222				10,262		275,163,911

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4672		10,207				10,247		274,750,502

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4672		10,229				10,269		275,358,309

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4672		10,228				10,268		275,329,748

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4672		10,222				10,262		275,155,162

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4672		10,217				10,257		275,020,966

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4672		10,235				10,275		275,525,563

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4672		10,242				10,282		275,694,447

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4672		10,253				10,293		276,099,411

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4672		10,244				10,284		275,858,293

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4672		10,267				10,307		266,363,294

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4672		10,242				10,282		265,735,637

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4672		10,267				10,307		266,376,561

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4672		10,261				10,301		266,208,649

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4672		10,255				10,295		266,066,842

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4672		10,285				10,325		266,832,518

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4672		10,340				10,381		268,367,500

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4672		10,310				10,351		267,627,080

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4672		10,296				10,336		267,266,418

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4672		10,276				10,316		266,728,283

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4672		10,292				10,332		267,147,888

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4672		10,308				10,349		267,567,491

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4672		10,310				10,351		267,625,464

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4672		10,317				10,358		267,817,413

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4672		10,318				10,359		264,788,883

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4672		10,312				10,353		264,623,731

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4672		10,318				10,359		264,783,398

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4672		10,324				10,365		264,933,809

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4672		10,328				10,369		265,044,756

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4672		10,332				10,373		265,129,201

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4672		10,344				10,385		265,443,423

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4672		10,345				10,386		265,464,770

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4672		10,344				10,385		265,536,873

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4672		10,341				10,382		265,460,097

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4672		10,351				10,392		265,734,846

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4672		10,391				10,432		266,781,490

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4672		10,381				10,422		266,534,603

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4672		10,383				10,424		266,591,495

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4672		10,384				10,425		256,365,494

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4672		10,367				10,408		255,942,308

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4672		10,395				10,436		256,630,596

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4672		10,374				10,415		256,117,342

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4672		10,364				10,405		255,863,880

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4672		10,370				10,411		247,925,177

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4672		10,390				10,431		248,402,920

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4672		10,390				10,431		248,424,346

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4672		10,397				10,438		248,575,380

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4672		10,402				10,443		248,703,677

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4672		10,408				10,449		248,842,566

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4672		10,408				10,449		248,841,278

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4672		10,399				10,440		248,638,738

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4672		10,383				10,424		248,252,242

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4672		10,382				10,423		248,214,526

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4672		10,381				10,422		248,201,097

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4672		10,369				10,410		247,906,760

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4672		10,351				10,392		247,523,306

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4672		10,346				10,387		247,340,570

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4672		10,358				10,399		247,620,176

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4672		10,373				10,414		247,979,767

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4672		10,407				10,448		248,796,711

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4672		10,402		5		10,448		248,684,905

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4672		10,393				10,439		248,488,777

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4672		10,410				10,456		256,919,455

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4672		10,410				10,456		256,918,126

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4672		10,404				10,450		254,715,582

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4672		10,404				10,450		253,671,265

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4672		10,417				10,463		253,977,425

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4672		10,409				10,455		253,787,409

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4672		10,455				10,501		244,763,887

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4672		10,474				10,520		245,206,546

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4672		10,444				10,490		240,410,211

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4672		10,444				10,490		240,420,732

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4672		10,486				10,532		241,384,426

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4672		10,480				10,526		240,208,303

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4672		10,461				10,507		239,767,749

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4672		10,447				10,493		239,469,796

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4672		10,447				10,493		239,468,560

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4672		10,439				10,485		239,298,485

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4672		10,426				10,472		239,005,753

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4672		10,450				10,496		239,549,194

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4672		10,446				10,492		239,448,739

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4672		10,458				10,504		239,727,281

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4672		10,463				10,509		239,832,258

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4672		10,451				10,497		239,575,379

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4672		10,427				10,473		239,023,849

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4672		10,430				10,476		239,086,981

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4672		10,407				10,453		238,561,363

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4672		10,426				10,472		239,009,014

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4672		10,418				10,464		238,830,690

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4672		10,420				10,466		238,862,444

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4672		10,429				10,475		239,082,399

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4672		10,438				10,484		239,282,382

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4672		10,423				10,469		238,937,299

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4672		10,440				10,486		239,346,460

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4672		10,453				10,499		239,622,974

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4672		10,457				10,503		237,101,704

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4672		10,451				10,497		236,968,183

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4672		10,446				10,492		236,857,820

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4672		10,441				10,487		236,732,769

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4672		10,451				10,497		237,072,448

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4672		10,451				10,497		237,071,224

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4672		10,469				10,515		237,468,795

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4672		10,462				10,508		237,312,032

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4672		10,445				10,491		236,933,058

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4672		10,450				10,496		237,042,712

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4672		10,466				10,512		237,404,554

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4672		10,477				10,523		237,656,513

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4672		10,485				10,531		237,845,557

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4672		10,484				10,530		237,818,718

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4672		10,496				10,542		238,080,251

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4672		10,520				10,566		238,632,294

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4672		10,507				10,553		238,331,599

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4672		10,531				10,577		238,895,218

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4672		10,521				10,567		238,669,182

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4672		10,539				10,586		239,086,632

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4672		10,568				10,615		239,751,196

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4672		10,566				10,613		239,703,638

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4672		10,564				10,611		224,014,038

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4672		10,586				10,633		224,491,606

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4672		10,573				10,620		224,211,399

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4672		10,573				10,620		224,221,142

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4672		10,564				10,611		224,028,132

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4672		10,582				10,629		224,407,400

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4672		10,586				10,633		224,483,503

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4672		10,587				10,634		224,505,139

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4672		10,605				10,652		224,483,861

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4672		10,647				10,694		235,414,921

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4672		10,632				10,679		235,091,293

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4672		10,607				10,654		234,540,782

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4672		10,609				10,656		234,673,753

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4672		10,585				10,632		234,148,123

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4672		10,576				10,623		233,954,530

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4672		10,603				10,650		234,560,421

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4672		10,585				10,632		234,148,385

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4672		10,581				10,628		234,131,387

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4672		10,608				10,655		234,713,495

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4672		10,625				10,672		233,903,253

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4672		10,632				10,679		234,047,932

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4672		10,626				10,673		233,911,451

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4672		10,629				10,676		233,991,496

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4672		10,587				10,634		233,058,361

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4672		10,601				10,648		233,368,975

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4672		10,570				10,617		232,684,712

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4672		10,577				10,624		232,840,624

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4672		10,589				10,636		233,095,478

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4672		10,602				10,649		233,383,389

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4672		10,599				10,646		233,319,288

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4672		10,600				10,647		233,349,855

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4672		10,612				10,659		233,615,062

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4672		10,617				10,664		233,718,682

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4672		10,624				10,671		233,867,708

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4672		10,624				10,671		233,866,500

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4672		10,618				10,665		233,735,347

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4672		10,624				10,671		233,873,021

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4672		10,634				10,681		234,104,170

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4672		10,608				10,655		233,513,379

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4672		10,657				10,704		234,610,522

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4672		10,696				10,743		235,511,145

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4672		10,676				10,723		235,075,783

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4672		10,705				10,752		235,711,370

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4672		10,710				10,757		235,836,816

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4672		10,744				10,791		234,459,095

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4672		10,776				10,824		235,154,918

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4672		10,756				10,803		236,219,605

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4672		10,787				10,835		236,892,991

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4672		10,770				10,818		236,527,084

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4672		10,758				10,805		236,278,592

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4672		10,762				10,810		236,694,951

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4672		10,773				10,821		236,957,585

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4672		10,770				10,818		236,887,833

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4672		10,760				10,807		236,668,484

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4672		10,805				10,853		237,651,646

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4672		10,800				10,848		237,546,615

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4672		10,797				10,845		237,465,363

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4672		10,818				10,866		237,933,641

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4672		10,818				10,866		237,935,650
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4672

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド

		9360		超長期国債18-20マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,200				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		15		30		10,203				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						45

		第3期		2018/09/10		10		40		10,141

		第4期		2019/03/11		5		45		10,402

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,200				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						45

		第2期		2018/03/12		15		30		10,203				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						45

		第3期		2018/09/10		10		40		10,141

		第4期		2019/03/11		5		45		10,402
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4672		1		20170911		70		20.64		75.99		118.8		6.49		0		0		10215.24		15		10200

		20170911140		4672		1		20170911		140		19.21		70.74		118.8		6.49		0		0		215.24		15		10200

		20170911160		4672		1		20170911		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10200

		20170911210		4672		1		20170911		210		0		0		118.8		6.49		4.21		70.74		10200.24		15		10200

		20180312070		4672		2		20180312		70		29.26		31.9		82.85		49.42		2.02		33.91		10217.76		15		10203

		20180312140		4672		2		20180312		140		23.71		25.85		82.85		49.42		2.02		33.91		217.76		15		10203

		20180312160		4672		2		20180312		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10203

		20180312210		4672		2		20180312		210		0		0		82.85		49.42		10.73		59.76		10202.76		15		10203

		20180910070		4672		3		20180910		70		26.4		-79.38		93.69		72.84		7.44		41.39		10150.86		10		10141

		20180910140		4672		3		20180910		140		14.87		0		14.32		72.84		7.44		41.39		150.86		10		10141

		20180910160		4672		3		20180910		160		-10		0		0		0		0		0		-10		10		10141

		20180910210		4672		3		20180910		210		0		0		93.69		72.84		12.32		41.39		10140.86		10		10141

		20190311070		4672		4		20190311		70		28.84		249.22		93.71		73.02		12.27		41.27		10407.21		5		10402

		20190311140		4672		4		20190311		140		27.6		159.34		93.71		73.02		12.27		41.27		407.21		5		10402

		20190311160		4672		4		20190311		160		-5		0		0		0		0		0		-5		5		10402

		20190311210		4672		4		20190311		210		0		0		93.71		73.02		34.87		200.61		10402.21		5		10402





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
15円		第2期
18.3.12
15円		第3期
18.9.10
10円		第4期
19.3.11
5円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		21		19		76		71		0		0		0		125		119		6		215		15		10,200						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		29		24		32		26		36		2		34		132		83		49		218		15		10,203				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		19		24		15		28		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		26		15		△ 79		0		49		7		41		87		14		73		151		10		10,141				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		200		203		141		402		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-10				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		15		15		10		5		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		29		28		249		159		54		12		41		167		94		73		407		5		10,402

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-5				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0







コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt
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				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64

		1

		2				投資者の皆さまへ																						ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース																																																																																																				Monthly Fund Report

		3

		4

		5

		6

		7																																		追加型投信／国内／債券

		8																																										信託期間										：		2017年3月1日　から　2022年3月10日　まで　																																														基　準　日										：		2019"年"8"月"30"日"

		9																																										決算日										：		毎年3月10日および9月10日 （休業日の場合翌営業日） マイトシガツカガツニチ																																														回次コード										：		4672

		10				当ファンドは、特化型運用を行います。																																																																																																																										※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

		11				≪基準価額・純資産の推移≫ キジュンカガクジュンシサンスイイ

		12																																																																																																																				当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		13				43707.0

		14

		15				基準価額 キジュンカガク														10,818 円

		16				純資産総額 ジュンシサンソウガク														237百万円

		17

		18				期間別騰落率

		19				期間 キカン														ファンド

		20				1カ月間 ゲツ														+1.7 %

		21				3カ月間														+2.7 %

		22				6カ月間														+4.3 %

		23				1年間														+6.7 %

		24				3年間														0.0 %

		25				5年間														0.0 %

		26				年初来 ネンショライ														+5.2 %

		27				設定来 セッテイライ														+8.7 %

		28

		29				※基準日現在の運用管理費用（信託報酬）は、純資産総額に対して年率0.1836%（税込）です。

		30				※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。
※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ブンパイキンサイトウシ

		31

		32

		33

		34				≪分配の推移≫																																										≪主要な資産の状況≫																																																																																※比率は、純資産総額に対するものです。

		35																																										（1万口当たり、税引前）

		36				決算期（年/月）																												分配金														資産別構成 シサンベツコウセイ																																										債券 ポートフォリオ特性値 サイケントクセイチ

		37																																														資産																								銘柄数								比率										直接利回り（％）																																0.5

		38				第1期																(17/09)												15円														国内債券																								9								9855.1%										最終利回り（％）																																0.0

		39				第2期																(18/03)												15円														国内債券先物																								---								---										修正デュレーション																																12.1

		40				第3期																(18/09)												10円														コール・ローン、その他																																144.9%										※債券 ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。

		41				第4期																(19/03)												5円														合計																								9								10000.0%

		42				0																0												0円

		43				0																0												0円

		44				0																0												0円														債券 種別構成 サイケンタネベツコウセイ																												合計9855.1%														債券 格付別構成 サイケンカクヅケベツコウセイ																												合計10000.0%

		45				0																0												0円														種別 シュベツ																																比率 ヒリツ										格付別 カクヅケベツ																																比率 ヒリツ

		46				0																0												0円														国債																																4947.9%										AAA																																10000.0%

		47				0																0												0円														ABS・MBS等																																4907.2%										AA																																---

		48				0																0												0円														0																																0.0%										A																																---

		49				0																0												0円														0																																0.0%										BBB																																---

		50				0																0												0円														0																																0.0%										BB以下																																---

		51				分配金合計額																				設定来： 45円

		52																								直近12期：

		53				※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。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61				※債券 格付別構成の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。
※債券 格付別構成については、R&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。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、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		1

		2

		3				組入上位10銘柄																																																																																																												合計9855.1%

		4				銘柄名																																																																				利率（％） リリツ																				償還日 ショウカンビ																				比率

		5				１６３  ２０年国債																																																																				0.6																				2037/12/20																				2474.7%

		6				１６６  ２０年国債																																																																				0.7																				2038/09/20																				2473.3%

		7				１０８  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.34																				2051/05/10																				1771.0%

		8				１０７  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.48																				2051/04/10																				1604.3%

		9				１００  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.84																				2050/09/10																				586.4%

		10				１０５  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.79																				2051/02/10																				316.3%

		11				１０３  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.86																				2050/12/10																				309.9%

		12				１１５  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.41																				2051/12/10																				169.8%

		13				９９  住宅機構ＲＭＢＳ																																																																				0.88																				2050/08/10																				149.4%

		14				---																																																																				---																				---																				---

		15				※比率は、純資産総額に対するものです。

		16

		17

		18				≪ファンドマネージャーのコメント≫																																																																																																																										※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74																																																																																																																														※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。





FundReport

		設定時		設定時		設定時

		17/3/1		17/3/1		17/3/1

		17/3/2		17/3/2		17/3/2

		17/3/3		17/3/3		17/3/3

		17/3/6		17/3/6		17/3/6

		17/3/7		17/3/7		17/3/7

		17/3/8		17/3/8		17/3/8

		17/3/9		17/3/9		17/3/9

		17/3/10		17/3/10		17/3/10

		17/3/13		17/3/13		17/3/13

		17/3/14		17/3/14		17/3/14

		17/3/15		17/3/15		17/3/15

		17/3/16		17/3/16		17/3/16

		17/3/17		17/3/17		17/3/17

		17/3/21		17/3/21		17/3/21

		17/3/22		17/3/22		17/3/22

		17/3/23		17/3/23		17/3/23

		17/3/24		17/3/24		17/3/24

		17/3/27		17/3/27		17/3/27

		17/3/28		17/3/28		17/3/28

		17/3/29		17/3/29		17/3/29

		17/3/30		17/3/30		17/3/30

		17/3/31		17/3/31		17/3/31

		17/4/3		17/4/3		17/4/3

		17/4/4		17/4/4		17/4/4

		17/4/5		17/4/5		17/4/5

		17/4/6		17/4/6		17/4/6

		17/4/7		17/4/7		17/4/7

		17/4/10		17/4/10		17/4/10

		17/4/11		17/4/11		17/4/11

		17/4/12		17/4/12		17/4/12

		17/4/13		17/4/13		17/4/13

		17/4/14		17/4/14		17/4/14

		17/4/17		17/4/17		17/4/17

		17/4/18		17/4/18		17/4/18

		17/4/19		17/4/19		17/4/19

		17/4/20		17/4/20		17/4/20

		17/4/21		17/4/21		17/4/21

		17/4/24		17/4/24		17/4/24

		17/4/25		17/4/25		17/4/25

		17/4/26		17/4/26		17/4/26

		17/4/27		17/4/27		17/4/27

		17/4/28		17/4/28		17/4/28

		17/5/1		17/5/1		17/5/1

		17/5/2		17/5/2		17/5/2

		17/5/8		17/5/8		17/5/8

		17/5/9		17/5/9		17/5/9

		17/5/10		17/5/10		17/5/10

		17/5/11		17/5/11		17/5/11

		17/5/12		17/5/12		17/5/12

		17/5/15		17/5/15		17/5/15

		17/5/16		17/5/16		17/5/16

		17/5/17		17/5/17		17/5/17

		17/5/18		17/5/18		17/5/18

		17/5/19		17/5/19		17/5/19

		17/5/22		17/5/22		17/5/22

		17/5/23		17/5/23		17/5/23

		17/5/24		17/5/24		17/5/24

		17/5/25		17/5/25		17/5/25

		17/5/26		17/5/26		17/5/26

		17/5/29		17/5/29		17/5/29

		17/5/30		17/5/30		17/5/30

		17/5/31		17/5/31		17/5/31

		17/6/1		17/6/1		17/6/1

		17/6/2		17/6/2		17/6/2

		17/6/5		17/6/5		17/6/5

		17/6/6		17/6/6		17/6/6

		17/6/7		17/6/7		17/6/7

		17/6/8		17/6/8		17/6/8

		17/6/9		17/6/9		17/6/9

		17/6/12		17/6/12		17/6/12

		17/6/13		17/6/13		17/6/13

		17/6/14		17/6/14		17/6/14

		17/6/15		17/6/15		17/6/15

		17/6/16		17/6/16		17/6/16

		17/6/19		17/6/19		17/6/19

		17/6/20		17/6/20		17/6/20

		17/6/21		17/6/21		17/6/21

		17/6/22		17/6/22		17/6/22

		17/6/23		17/6/23		17/6/23

		17/6/26		17/6/26		17/6/26

		17/6/27		17/6/27		17/6/27

		17/6/28		17/6/28		17/6/28

		17/6/29		17/6/29		17/6/29

		17/6/30		17/6/30		17/6/30

		17/7/3		17/7/3		17/7/3

		17/7/4		17/7/4		17/7/4

		17/7/5		17/7/5		17/7/5

		17/7/6		17/7/6		17/7/6

		17/7/7		17/7/7		17/7/7

		17/7/10		17/7/10		17/7/10

		17/7/11		17/7/11		17/7/11

		17/7/12		17/7/12		17/7/12

		17/7/13		17/7/13		17/7/13

		17/7/14		17/7/14		17/7/14

		17/7/18		17/7/18		17/7/18

		17/7/19		17/7/19		17/7/19

		17/7/20		17/7/20		17/7/20

		17/7/21		17/7/21		17/7/21

		17/7/24		17/7/24		17/7/24

		17/7/25		17/7/25		17/7/25

		17/7/26		17/7/26		17/7/26

		17/7/27		17/7/27		17/7/27

		17/7/28		17/7/28		17/7/28

		17/7/31		17/7/31		17/7/31

		17/8/1		17/8/1		17/8/1

		17/8/2		17/8/2		17/8/2

		17/8/3		17/8/3		17/8/3

		17/8/4		17/8/4		17/8/4

		17/8/7		17/8/7		17/8/7

		17/8/8		17/8/8		17/8/8

		17/8/9		17/8/9		17/8/9

		17/8/10		17/8/10		17/8/10

		17/8/14		17/8/14		17/8/14

		17/8/15		17/8/15		17/8/15

		17/8/16		17/8/16		17/8/16

		17/8/17		17/8/17		17/8/17

		17/8/18		17/8/18		17/8/18

		17/8/21		17/8/21		17/8/21

		17/8/22		17/8/22		17/8/22

		17/8/23		17/8/23		17/8/23

		17/8/24		17/8/24		17/8/24

		17/8/25		17/8/25		17/8/25

		17/8/28		17/8/28		17/8/28

		17/8/29		17/8/29		17/8/29

		17/8/30		17/8/30		17/8/30

		17/8/31		17/8/31		17/8/31

		17/9/1		17/9/1		17/9/1

		17/9/4		17/9/4		17/9/4

		17/9/5		17/9/5		17/9/5

		17/9/6		17/9/6		17/9/6

		17/9/7		17/9/7		17/9/7

		17/9/8		17/9/8		17/9/8

		17/9/11		17/9/11		17/9/11

		17/9/12		17/9/12		17/9/12

		17/9/13		17/9/13		17/9/13

		17/9/14		17/9/14		17/9/14

		17/9/15		17/9/15		17/9/15

		17/9/19		17/9/19		17/9/19

		17/9/20		17/9/20		17/9/20

		17/9/21		17/9/21		17/9/21

		17/9/22		17/9/22		17/9/22

		17/9/25		17/9/25		17/9/25

		17/9/26		17/9/26		17/9/26

		17/9/27		17/9/27		17/9/27

		17/9/28		17/9/28		17/9/28

		17/9/29		17/9/29		17/9/29

		17/10/2		17/10/2		17/10/2

		17/10/3		17/10/3		17/10/3

		17/10/4		17/10/4		17/10/4

		17/10/5		17/10/5		17/10/5

		17/10/6		17/10/6		17/10/6

		17/10/10		17/10/10		17/10/10

		17/10/11		17/10/11		17/10/11

		17/10/12		17/10/12		17/10/12

		17/10/13		17/10/13		17/10/13

		17/10/16		17/10/16		17/10/16

		17/10/17		17/10/17		17/10/17

		17/10/18		17/10/18		17/10/18

		17/10/19		17/10/19		17/10/19

		17/10/20		17/10/20		17/10/20

		17/10/23		17/10/23		17/10/23

		17/10/24		17/10/24		17/10/24

		17/10/25		17/10/25		17/10/25

		17/10/26		17/10/26		17/10/26

		17/10/27		17/10/27		17/10/27

		17/10/30		17/10/30		17/10/30

		17/10/31		17/10/31		17/10/31

		17/11/1		17/11/1		17/11/1

		17/11/2		17/11/2		17/11/2

		17/11/6		17/11/6		17/11/6

		17/11/7		17/11/7		17/11/7

		17/11/8		17/11/8		17/11/8

		17/11/9		17/11/9		17/11/9

		17/11/10		17/11/10		17/11/10

		17/11/13		17/11/13		17/11/13

		17/11/14		17/11/14		17/11/14

		17/11/15		17/11/15		17/11/15

		17/11/16		17/11/16		17/11/16

		17/11/17		17/11/17		17/11/17

		17/11/20		17/11/20		17/11/20

		17/11/21		17/11/21		17/11/21

		17/11/22		17/11/22		17/11/22

		17/11/24		17/11/24		17/11/24

		17/11/27		17/11/27		17/11/27

		17/11/28		17/11/28		17/11/28

		17/11/29		17/11/29		17/11/29

		17/11/30		17/11/30		17/11/30

		17/12/1		17/12/1		17/12/1

		17/12/4		17/12/4		17/12/4

		17/12/5		17/12/5		17/12/5

		17/12/6		17/12/6		17/12/6

		17/12/7		17/12/7		17/12/7

		17/12/8		17/12/8		17/12/8

		17/12/11		17/12/11		17/12/11

		17/12/12		17/12/12		17/12/12

		17/12/13		17/12/13		17/12/13

		17/12/14		17/12/14		17/12/14

		17/12/15		17/12/15		17/12/15

		17/12/18		17/12/18		17/12/18

		17/12/19		17/12/19		17/12/19

		17/12/20		17/12/20		17/12/20

		17/12/21		17/12/21		17/12/21

		17/12/22		17/12/22		17/12/22

		17/12/25		17/12/25		17/12/25

		17/12/26		17/12/26		17/12/26

		17/12/27		17/12/27		17/12/27

		17/12/28		17/12/28		17/12/28

		17/12/29		17/12/29		17/12/29

		18/1/4		18/1/4		18/1/4

		18/1/5		18/1/5		18/1/5

		18/1/9		18/1/9		18/1/9

		18/1/10		18/1/10		18/1/10

		18/1/11		18/1/11		18/1/11

		18/1/12		18/1/12		18/1/12

		18/1/15		18/1/15		18/1/15

		18/1/16		18/1/16		18/1/16

		18/1/17		18/1/17		18/1/17

		18/1/18		18/1/18		18/1/18

		18/1/19		18/1/19		18/1/19

		18/1/22		18/1/22		18/1/22

		18/1/23		18/1/23		18/1/23

		18/1/24		18/1/24		18/1/24

		18/1/25		18/1/25		18/1/25

		18/1/26		18/1/26		18/1/26

		18/1/29		18/1/29		18/1/29

		18/1/30		18/1/30		18/1/30

		18/1/31		18/1/31		18/1/31

		18/2/1		18/2/1		18/2/1

		18/2/2		18/2/2		18/2/2

		18/2/5		18/2/5		18/2/5

		18/2/6		18/2/6		18/2/6

		18/2/7		18/2/7		18/2/7

		18/2/8		18/2/8		18/2/8

		18/2/9		18/2/9		18/2/9

		18/2/13		18/2/13		18/2/13

		18/2/14		18/2/14		18/2/14

		18/2/15		18/2/15		18/2/15

		18/2/16		18/2/16		18/2/16

		18/2/19		18/2/19		18/2/19

		18/2/20		18/2/20		18/2/20

		18/2/21		18/2/21		18/2/21

		18/2/22		18/2/22		18/2/22

		18/2/23		18/2/23		18/2/23

		18/2/26		18/2/26		18/2/26

		18/2/27		18/2/27		18/2/27

		18/2/28		18/2/28		18/2/28

		18/3/1		18/3/1		18/3/1

		18/3/2		18/3/2		18/3/2

		18/3/5		18/3/5		18/3/5

		18/3/6		18/3/6		18/3/6

		18/3/7		18/3/7		18/3/7

		18/3/8		18/3/8		18/3/8

		18/3/9		18/3/9		18/3/9

		18/3/12		18/3/12		18/3/12

		18/3/13		18/3/13		18/3/13

		18/3/14		18/3/14		18/3/14

		18/3/15		18/3/15		18/3/15

		18/3/16		18/3/16		18/3/16

		18/3/19		18/3/19		18/3/19

		18/3/20		18/3/20		18/3/20

		18/3/22		18/3/22		18/3/22

		18/3/23		18/3/23		18/3/23

		18/3/26		18/3/26		18/3/26

		18/3/27		18/3/27		18/3/27

		18/3/28		18/3/28		18/3/28

		18/3/29		18/3/29		18/3/29

		18/3/30		18/3/30		18/3/30

		18/4/2		18/4/2		18/4/2

		18/4/3		18/4/3		18/4/3

		18/4/4		18/4/4		18/4/4

		18/4/5		18/4/5		18/4/5

		18/4/6		18/4/6		18/4/6

		18/4/9		18/4/9		18/4/9

		18/4/10		18/4/10		18/4/10

		18/4/11		18/4/11		18/4/11

		18/4/12		18/4/12		18/4/12

		18/4/13		18/4/13		18/4/13

		18/4/16		18/4/16		18/4/16

		18/4/17		18/4/17		18/4/17

		18/4/18		18/4/18		18/4/18

		18/4/19		18/4/19		18/4/19

		18/4/20		18/4/20		18/4/20

		18/4/23		18/4/23		18/4/23

		18/4/24		18/4/24		18/4/24

		18/4/25		18/4/25		18/4/25

		18/4/26		18/4/26		18/4/26

		18/4/27		18/4/27		18/4/27

		18/5/1		18/5/1		18/5/1

		18/5/2		18/5/2		18/5/2

		18/5/7		18/5/7		18/5/7

		18/5/8		18/5/8		18/5/8

		18/5/9		18/5/9		18/5/9

		18/5/10		18/5/10		18/5/10

		18/5/11		18/5/11		18/5/11

		18/5/14		18/5/14		18/5/14

		18/5/15		18/5/15		18/5/15

		18/5/16		18/5/16		18/5/16

		18/5/17		18/5/17		18/5/17

		18/5/18		18/5/18		18/5/18

		18/5/21		18/5/21		18/5/21

		18/5/22		18/5/22		18/5/22

		18/5/23		18/5/23		18/5/23

		18/5/24		18/5/24		18/5/24

		18/5/25		18/5/25		18/5/25

		18/5/28		18/5/28		18/5/28

		18/5/29		18/5/29		18/5/29

		18/5/30		18/5/30		18/5/30

		18/5/31		18/5/31		18/5/31

		18/6/1		18/6/1		18/6/1

		18/6/4		18/6/4		18/6/4

		18/6/5		18/6/5		18/6/5

		18/6/6		18/6/6		18/6/6

		18/6/7		18/6/7		18/6/7

		18/6/8		18/6/8		18/6/8

		18/6/11		18/6/11		18/6/11

		18/6/12		18/6/12		18/6/12

		18/6/13		18/6/13		18/6/13

		18/6/14		18/6/14		18/6/14

		18/6/15		18/6/15		18/6/15

		18/6/18		18/6/18		18/6/18

		18/6/19		18/6/19		18/6/19

		18/6/20		18/6/20		18/6/20

		18/6/21		18/6/21		18/6/21

		18/6/22		18/6/22		18/6/22

		18/6/25		18/6/25		18/6/25

		18/6/26		18/6/26		18/6/26

		18/6/27		18/6/27		18/6/27

		18/6/28		18/6/28		18/6/28

		18/6/29		18/6/29		18/6/29

		18/7/2		18/7/2		18/7/2

		18/7/3		18/7/3		18/7/3

		18/7/4		18/7/4		18/7/4

		18/7/5		18/7/5		18/7/5

		18/7/6		18/7/6		18/7/6

		18/7/9		18/7/9		18/7/9

		18/7/10		18/7/10		18/7/10

		18/7/11		18/7/11		18/7/11

		18/7/12		18/7/12		18/7/12

		18/7/13		18/7/13		18/7/13

		18/7/17		18/7/17		18/7/17

		18/7/18		18/7/18		18/7/18

		18/7/19		18/7/19		18/7/19

		18/7/20		18/7/20		18/7/20

		18/7/23		18/7/23		18/7/23

		18/7/24		18/7/24		18/7/24

		18/7/25		18/7/25		18/7/25

		18/7/26		18/7/26		18/7/26

		18/7/27		18/7/27		18/7/27

		18/7/30		18/7/30		18/7/30

		18/7/31		18/7/31		18/7/31

		18/8/1		18/8/1		18/8/1

		18/8/2		18/8/2		18/8/2

		18/8/3		18/8/3		18/8/3

		18/8/6		18/8/6		18/8/6

		18/8/7		18/8/7		18/8/7

		18/8/8		18/8/8		18/8/8

		18/8/9		18/8/9		18/8/9

		18/8/10		18/8/10		18/8/10

		18/8/13		18/8/13		18/8/13

		18/8/14		18/8/14		18/8/14

		18/8/15		18/8/15		18/8/15

		18/8/16		18/8/16		18/8/16

		18/8/17		18/8/17		18/8/17

		18/8/20		18/8/20		18/8/20

		18/8/21		18/8/21		18/8/21

		18/8/22		18/8/22		18/8/22

		18/8/23		18/8/23		18/8/23

		18/8/24		18/8/24		18/8/24

		18/8/27		18/8/27		18/8/27

		18/8/28		18/8/28		18/8/28

		18/8/29		18/8/29		18/8/29

		18/8/30		18/8/30		18/8/30

		18/8/31		18/8/31		18/8/31

		18/9/3		18/9/3		18/9/3

		18/9/4		18/9/4		18/9/4

		18/9/5		18/9/5		18/9/5

		18/9/6		18/9/6		18/9/6

		18/9/7		18/9/7		18/9/7

		18/9/10		18/9/10		18/9/10

		18/9/11		18/9/11		18/9/11

		18/9/12		18/9/12		18/9/12

		18/9/13		18/9/13		18/9/13

		18/9/14		18/9/14		18/9/14

		18/9/18		18/9/18		18/9/18

		18/9/19		18/9/19		18/9/19

		18/9/20		18/9/20		18/9/20

		18/9/21		18/9/21		18/9/21

		18/9/25		18/9/25		18/9/25

		18/9/26		18/9/26		18/9/26

		18/9/27		18/9/27		18/9/27

		18/9/28		18/9/28		18/9/28

		18/10/1		18/10/1		18/10/1

		18/10/2		18/10/2		18/10/2

		18/10/3		18/10/3		18/10/3

		18/10/4		18/10/4		18/10/4

		18/10/5		18/10/5		18/10/5

		18/10/9		18/10/9		18/10/9

		18/10/10		18/10/10		18/10/10

		18/10/11		18/10/11		18/10/11

		18/10/12		18/10/12		18/10/12

		18/10/15		18/10/15		18/10/15

		18/10/16		18/10/16		18/10/16

		18/10/17		18/10/17		18/10/17

		18/10/18		18/10/18		18/10/18

		18/10/19		18/10/19		18/10/19

		18/10/22		18/10/22		18/10/22

		18/10/23		18/10/23		18/10/23

		18/10/24		18/10/24		18/10/24

		18/10/25		18/10/25		18/10/25

		18/10/26		18/10/26		18/10/26

		18/10/29		18/10/29		18/10/29

		18/10/30		18/10/30		18/10/30

		18/10/31		18/10/31		18/10/31

		18/11/1		18/11/1		18/11/1

		18/11/2		18/11/2		18/11/2

		18/11/5		18/11/5		18/11/5

		18/11/6		18/11/6		18/11/6

		18/11/7		18/11/7		18/11/7

		18/11/8		18/11/8		18/11/8

		18/11/9		18/11/9		18/11/9

		18/11/12		18/11/12		18/11/12

		18/11/13		18/11/13		18/11/13

		18/11/14		18/11/14		18/11/14

		18/11/15		18/11/15		18/11/15

		18/11/16		18/11/16		18/11/16

		18/11/19		18/11/19		18/11/19

		18/11/20		18/11/20		18/11/20

		18/11/21		18/11/21		18/11/21

		18/11/22		18/11/22		18/11/22

		18/11/26		18/11/26		18/11/26

		18/11/27		18/11/27		18/11/27

		18/11/28		18/11/28		18/11/28

		18/11/29		18/11/29		18/11/29

		18/11/30		18/11/30		18/11/30

		18/12/3		18/12/3		18/12/3

		18/12/4		18/12/4		18/12/4

		18/12/5		18/12/5		18/12/5

		18/12/6		18/12/6		18/12/6

		18/12/7		18/12/7		18/12/7

		18/12/10		18/12/10		18/12/10

		18/12/11		18/12/11		18/12/11

		18/12/12		18/12/12		18/12/12

		18/12/13		18/12/13		18/12/13

		18/12/14		18/12/14		18/12/14

		18/12/17		18/12/17		18/12/17

		18/12/18		18/12/18		18/12/18

		18/12/19		18/12/19		18/12/19

		18/12/20		18/12/20		18/12/20

		18/12/21		18/12/21		18/12/21

		18/12/25		18/12/25		18/12/25

		18/12/26		18/12/26		18/12/26

		18/12/27		18/12/27		18/12/27

		18/12/28		18/12/28		18/12/28

		19/1/4		19/1/4		19/1/4

		19/1/7		19/1/7		19/1/7

		19/1/8		19/1/8		19/1/8

		19/1/9		19/1/9		19/1/9

		19/1/10		19/1/10		19/1/10

		19/1/11		19/1/11		19/1/11

		19/1/15		19/1/15		19/1/15

		19/1/16		19/1/16		19/1/16

		19/1/17		19/1/17		19/1/17

		19/1/18		19/1/18		19/1/18

		19/1/21		19/1/21		19/1/21

		19/1/22		19/1/22		19/1/22

		19/1/23		19/1/23		19/1/23

		19/1/24		19/1/24		19/1/24

		19/1/25		19/1/25		19/1/25

		19/1/28		19/1/28		19/1/28

		19/1/29		19/1/29		19/1/29

		19/1/30		19/1/30		19/1/30

		19/1/31		19/1/31		19/1/31

		19/2/1		19/2/1		19/2/1

		19/2/4		19/2/4		19/2/4

		19/2/5		19/2/5		19/2/5

		19/2/6		19/2/6		19/2/6

		19/2/7		19/2/7		19/2/7

		19/2/8		19/2/8		19/2/8

		19/2/12		19/2/12		19/2/12

		19/2/13		19/2/13		19/2/13

		19/2/14		19/2/14		19/2/14

		19/2/15		19/2/15		19/2/15

		19/2/18		19/2/18		19/2/18

		19/2/19		19/2/19		19/2/19

		19/2/20		19/2/20		19/2/20

		19/2/21		19/2/21		19/2/21

		19/2/22		19/2/22		19/2/22

		19/2/25		19/2/25		19/2/25

		19/2/26		19/2/26		19/2/26

		19/2/27		19/2/27		19/2/27

		19/2/28		19/2/28		19/2/28

		19/3/1		19/3/1		19/3/1

		19/3/4		19/3/4		19/3/4

		19/3/5		19/3/5		19/3/5

		19/3/6		19/3/6		19/3/6

		19/3/7		19/3/7		19/3/7

		19/3/8		19/3/8		19/3/8

		19/3/11		19/3/11		19/3/11

		19/3/12		19/3/12		19/3/12

		19/3/13		19/3/13		19/3/13

		19/3/14		19/3/14		19/3/14

		19/3/15		19/3/15		19/3/15

		19/3/18		19/3/18		19/3/18

		19/3/19		19/3/19		19/3/19

		19/3/20		19/3/20		19/3/20

		19/3/22		19/3/22		19/3/22

		19/3/25		19/3/25		19/3/25

		19/3/26		19/3/26		19/3/26

		19/3/27		19/3/27		19/3/27

		19/3/28		19/3/28		19/3/28

		19/3/29		19/3/29		19/3/29

		19/4/1		19/4/1		19/4/1

		19/4/2		19/4/2		19/4/2

		19/4/3		19/4/3		19/4/3

		19/4/4		19/4/4		19/4/4

		19/4/5		19/4/5		19/4/5

		19/4/8		19/4/8		19/4/8

		19/4/9		19/4/9		19/4/9

		19/4/10		19/4/10		19/4/10

		19/4/11		19/4/11		19/4/11

		19/4/12		19/4/12		19/4/12

		19/4/15		19/4/15		19/4/15

		19/4/16		19/4/16		19/4/16

		19/4/17		19/4/17		19/4/17

		19/4/18		19/4/18		19/4/18

		19/4/19		19/4/19		19/4/19

		19/4/22		19/4/22		19/4/22

		19/4/23		19/4/23		19/4/23

		19/4/24		19/4/24		19/4/24

		19/4/25		19/4/25		19/4/25

		19/4/26		19/4/26		19/4/26

		19/5/7		19/5/7		19/5/7

		19/5/8		19/5/8		19/5/8

		19/5/9		19/5/9		19/5/9

		19/5/10		19/5/10		19/5/10

		19/5/13		19/5/13		19/5/13

		19/5/14		19/5/14		19/5/14

		19/5/15		19/5/15		19/5/15

		19/5/16		19/5/16		19/5/16

		19/5/17		19/5/17		19/5/17

		19/5/20		19/5/20		19/5/20

		19/5/21		19/5/21		19/5/21

		19/5/22		19/5/22		19/5/22

		19/5/23		19/5/23		19/5/23

		19/5/24		19/5/24		19/5/24

		19/5/27		19/5/27		19/5/27

		19/5/28		19/5/28		19/5/28

		19/5/29		19/5/29		19/5/29

		19/5/30		19/5/30		19/5/30

		19/5/31		19/5/31		19/5/31

		19/6/3		19/6/3		19/6/3

		19/6/4		19/6/4		19/6/4

		19/6/5		19/6/5		19/6/5

		19/6/6		19/6/6		19/6/6

		19/6/7		19/6/7		19/6/7

		19/6/10		19/6/10		19/6/10

		19/6/11		19/6/11		19/6/11

		19/6/12		19/6/12		19/6/12

		19/6/13		19/6/13		19/6/13

		19/6/14		19/6/14		19/6/14

		19/6/17		19/6/17		19/6/17

		19/6/18		19/6/18		19/6/18

		19/6/19		19/6/19		19/6/19

		19/6/20		19/6/20		19/6/20

		19/6/21		19/6/21		19/6/21

		19/6/24		19/6/24		19/6/24

		19/6/25		19/6/25		19/6/25

		19/6/26		19/6/26		19/6/26

		19/6/27		19/6/27		19/6/27

		19/6/28		19/6/28		19/6/28

		19/7/1		19/7/1		19/7/1

		19/7/2		19/7/2		19/7/2

		19/7/3		19/7/3		19/7/3

		19/7/4		19/7/4		19/7/4

		19/7/5		19/7/5		19/7/5

		19/7/8		19/7/8		19/7/8

		19/7/9		19/7/9		19/7/9

		19/7/10		19/7/10		19/7/10

		19/7/11		19/7/11		19/7/11

		19/7/12		19/7/12		19/7/12

		19/7/16		19/7/16		19/7/16

		19/7/17		19/7/17		19/7/17

		19/7/18		19/7/18		19/7/18

		19/7/19		19/7/19		19/7/19

		19/7/22		19/7/22		19/7/22

		19/7/23		19/7/23		19/7/23

		19/7/24		19/7/24		19/7/24

		19/7/25		19/7/25		19/7/25

		19/7/26		19/7/26		19/7/26

		19/7/29		19/7/29		19/7/29

		19/7/30		19/7/30		19/7/30

		19/7/31		19/7/31		19/7/31

		19/8/1		19/8/1		19/8/1

		19/8/2		19/8/2		19/8/2

		19/8/5		19/8/5		19/8/5

		19/8/6		19/8/6		19/8/6

		19/8/7		19/8/7		19/8/7

		19/8/8		19/8/8		19/8/8

		19/8/9		19/8/9		19/8/9

		19/8/13		19/8/13		19/8/13

		19/8/14		19/8/14		19/8/14

		19/8/15		19/8/15		19/8/15

		19/8/16		19/8/16		19/8/16

		19/8/19		19/8/19		19/8/19

		19/8/20		19/8/20		19/8/20

		19/8/21		19/8/21		19/8/21

		19/8/22		19/8/22		19/8/22

		19/8/23		19/8/23		19/8/23

		19/8/26		19/8/26		19/8/26

		19/8/27		19/8/27		19/8/27

		19/8/28		19/8/28		19/8/28

		19/8/29		19/8/29		19/8/29

		19/8/30		19/8/30		19/8/30



分配金再投資基準価額

基準価額

純資産総額

基準価額（円）

純資産総額（億円）

10000

10000

20000000

10002

10002

20004995

9975

9975

19951956

10000

10000

20012792

10035

10035

20084536

10024

10024

20364430

10007

10007

20330882

10003

10003

36493928

9997

9997

46469240

9999

9999

48676482

10003

10003

48698118

10007

10007

51019340

10034

10034

55148781

10033

10033

315482634

10041

10041

315743047

10053

10053

317136049

10050

10050

347075694

10048

10048

359473902

10053

10053

398650595

10063

10063

399044161

10068

10068

462684700

10056

10056

457127411

10051

10051

460356873

10046

10046

460144719

10046

10046

410242555

10042

10042

410077850

10064

10064

410992664

10077

10077

411520302

10072

10072

412310289

10084

10084

413476441

10107

10107

414455765

10113

10113

395566880

10132

10132

406324458

10149

10149

407036290

10127

10127

404946285

10141

10141

395467809

10146

10146

395173036

10146

10146

398135278

10132

10132

398732509

10138

10138

399979821

10128

10128

399565851

10128

10128

399563782

10144

10144

400477113

10141

10141

400334138

10134

10134

402989419

10118

10118

402324097

10106

10106

403043324

10099

10099

402742857

10083

10083

412106048

10088

10088

412327609

10104

10104

412971748

10093

10093

412622437

10098

10098

412823467

10116

10116

413673121

10134

10134

414383093

10122

10122

413908339

10130

10130

365419079

10121

10121

365112185

10117

10117

374949446

10137

10137

375684743

10129

10129

375402848

10134

10134

375603506

10130

10130

375436280

10118

10118

374991517

10123

10123

375205160

10134

10134

350259716

10140

10140

350564521

10142

10142

360664932

10104

10104

369266697

10132

10132

370281670

10126

10126

370057530

10129

10129

370181529

10133

10133

400310018

10151

10151

400995490

10141

10141

403622590

10142

10142

403635993

10152

10152

201908001

10154

10154

201946154

10158

10158

202033724

10155

10155

203163113

10155

10155

203170066

10162

10162

203298453

10151

10151

203078734

10152

10152

203116014

10116

10116

202388664

10115

10115

202356068

10112

10112

202428935

10105

10105

202277942

10088

10088

202928520

10092

10092

203027509

10085

10085

202874298

10071

10071

202603695

10083

10083

202832962

10112

10112

203422010

10114

10114

203461839

10128

10128

213757905

10123

10123

213642425

10123

10123

213651955

10128

10128

213855769

10128

10128

213852451

10132

10132

214046379

10120

10120

213782245

10132

10132

214043979

10136

10136

214117412

10131

10131

214119215

10133

10133

214171383

10143

10143

224400588

10149

10149

245526309

10150

10150

245562433

10146

10146

365402066

10146

10146

366412630

10163

10163

367039479

10164

10164

367055787

10172

10172

357282301

10173

10173

359431148

10171

10171

359344310

10170

10170

359306774

10177

10177

359551343

10187

10187

359913813

10191

10191

360074205

10192

10192

360107999

10198

10198

460334254

10196

10196

460245061

10199

10199

480329796

10200

10200

480572037

10199

10199

480522009

10203

10203

485626680

10210

10210

493913082

10221

10221

494419077

10219

10219

494368715

10219

10219

495360785

10206

10206

496862426

10224

10224

497754157

10215

10200

496603071

10195.97205882

10181

495763417

10189.96323529

10175

445106707

10172.93823529

10158

444386935

10197.97499999

10183

445470508

10184.95588234

10170

444918895

10189.96323528

10175

449111474

10194.97058822

10180

449332896

10202.98235292

10188

450182300

10202.98235292

10188

450174834

10196.97352939

10182

449909505

10171.93676468

10157

448810157

10147.90147056

10133

447832458

10160.9205882

10146

548630205

10142.89411761

10128

547682282

10136.88529408

10122

467608385

10162.92352937

10148

468800648

10169.93382348

10155

458489092

10151.90735289

10137

457702613

10151.90735289

10137

470647910

10150.9058823

10136

470735830

10150.9058823

10136

470733394

10146.89999994

10132

570446731

10146.89999994

10132

570437872

10144.89705876

10130

570479312

10141.89264699

10127

570308925

10143.89558816

10129

570390930

10137.88676463

10123

570052115

10137.88676463

10123

600015872

10142.89411757

10128

600336032

10144.89705874

10130

580193616

10142.89411756

10128

580049116

10141.89264697

10127

580019314

10145.89852932

10131

580236197

10144.89705873

10130

580377651

10150.90588225

10136

590715810

10156.91470577

10142

591069835

10182.95294106

10168

592592955

10187.960294

10173

592879394

10193.96911752

10179

593253735

10177.9455881

10163

592296804

10172.93823515

10158

592032035

10160.92058809

10146

586409819

10155.91323514

10141

586149497

10166.92941161

10152

586776829

10161.92205866

10147

586489542

10169.93382336

10155

686977896

10174.9411763

10160

687335887

10176.94411747

10162

687439361

10182.95294099

10168

687838483

10178.94705863

10164

687564140

10168.93235274

10154

686881091

10163.92499979

10149

686671613

10182.95294096

10168

687978854

10180.94999978

10166

687839191

10179.94852919

10165

687736667

10170.93529389

10156

687131000

10163.92499977

10149

686691120

10170.93529388

10156

687124289

10171.93676446

10157

687188782

10181.95147034

10167

687855143

10181.95147034

10167

687877860

10187.96029386

10173

688311645

10184.95588209

10170

587851505

10185.95735267

10171

587933427

10191.96617619

10177

588274264

10195.97205854

10181

588525034

10200.97941148

10186

588778605

10185.95735265

10171

577718964

10179.94852912

10165

587383191

10191.96617617

10177

588096585

10200.97941146

10186

588631745

10197.97499969

10183

588524167

10189.96323498

10175

588090123

10188.96176439

10174

588002835

10194.97058791

10180

588442952

10188.96176438

10174

588109408

10182.95294085

10168

587822028

10170.93529379

10156

587122356

10151.90735261

10137

586128704

10164.92647025

10150

589871530

10169.93382319

10155

590155845

10164.92647024

10150

594859307

10159.91911729

10145

594567030

10157.91617611

10143

594475484

10153.91029375

10139

594241781

10164.92647022

10150

594876889

10165.9279408

10151

594897136

10171.93676432

10157

595371590

10164.9264702

10150

594990375

10160.92058784

10146

594753704

10168.93235254

10154

595209094

10166.92941136

10152

595052402

10146.89999959

10132

594116174

10159.91911723

10145

594869504

10147.90147017

10133

594198271

10158.91764664

10144

594844186

10160.92058781

10146

594952381

10167.93088192

10153

595457517

10167.93088192

10153

595483951

10156.91470544

10142

584792111

10167.93088191

10153

585445563

10178.94705838

10164

586089293

10191.96617602

10177

486615780

10193.96911719

10179

486709630

10194.97058777

10180

486756290

10194.97058777

10180

466388183

10188.96176424

10174

466136621

10196.97352894

10182

466473556

10207.98970541

10193

466994722

10213.99852893

10199

467264548

10210.99411716

10196

467123082

10217.00294068

10202

467392908

10221.00882303

10206

467570341

10221.00882303

10206

467713578

10203.98382303

10189

466923699

10234.02794067

10219

468300921

10227.01764655

10212

468004138

10233.02647007

10218

468250880

10227.01764654

10212

467999841

10228.01911712

10213

468043616

10233.02647006

10203

467573821

10228.01175552

10198

467428568

10233.02647005

10203

467628559

10239.04412748

10209

467920965

10246.06472782

10216

468237471

10250.07649944

10220

488455100

10251.07944234

10221

488476678

10254.08827105

10224

488636998

10267.12652882

10237

489267153

10270.13535753

10240

489404198

10263.11475718

10233

489046122

10265.12064299

10235

489160754

10260.10592845

10230

489022682

10254.08827101

10224

488712796

10254.08827101

10224

488728636

10278.15890075

10248

489888955

10280.16478656

10250

589947905

10266.12358587

10236

589184751

10259.10298552

10229

588753748

10265.12064295

10235

589112390

10272.14124329

10242

589479092

10281.16772944

10251

590040965

10278.15890072

10248

589867110

10280.16478653

10250

589975717

10274.14712909

10244

593575321

10274.14712909

10244

593602553

10280.16478652

10250

588967351

10273.14418617

10243

588566163

10243.05589898

10213

586892057

10244.05884188

10214

586940093

10246.06472769

10216

587053284

10240.04707025

10210

586681163

10235.03235572

10205

586425274

10246.06472768

10216

587020084

10270.13535742

10240

588397105

10264.11769998

10234

588112986

10265.12064288

10235

588154904

10254.08827091

10224

587560010

10258.10004253

10228

587780760

10258.10004253

10228

587777717

10259.10298543

10229

587832789

10254.0882709

10224

587511732

10247.06767055

10217

587110553

10242.05295602

10212

586855659

10237.03824149

10207

586541656

10238.04118439

10208

586596733

10243.05589891

10213

586897624

10249.07355634

10219

587263663

10263.11475702

10233

488248409

10262.11181411

10232

488197701

10269.13241445

10239

488525932

10272.14124316

10242

488659270

10279.1618435

10249

491131540

10290.19421546

10260

491647793

10280.1647864

10250

491150670

10272.14124315

10242

490811741

10262.11181409

10232

490342975

10267.12652861

10237

490552419

10262.11181408

10232

492602346

10266.1235857

10236

492836047

10272.14124313

10242

493118422

10267.1265286

10237

452880641

10261.10887116

10231

452616424

10262.11181406

10232

452636331

10274.14712893

10244

456163647

10285.17950089

10255

456643397

10285.17950089

10255

456659081

10291.19715832

10261

456920271

10284.17655797

10254

456609349

10285.17950087

10255

456651269

10291.1971583

10261

456934957

10287.18538667

10257

456731799

10280.16478632

10250

456443378

10280.16478632

10250

456441014

10291.19715828

10261

456920048

10291.19715828

10261

457039644

10297.21481571

10267

467296119

10297.21481571

10267

467299758

10302.22953023

10272

467567515

10312.25895928

10282

468011263

10313.26190218

10283

468054905

10318.2766167

10288

468269909

10312.25895926

10282

467998332

10307.24424473

10277

467772821

10312.25895925

10282

417883455

10312.25895925

10282

417881290

10314.26484506

10284

417971763

10308.24718762

10278

417730385

10315.26778796

10285

419003477

10320.28250248

10290

419200734

10234.02941256

10204

415710419

10208.95583991

10179

414672966

10236.03529837

10206

415813263

10212.96761153

10183

414847444

10204.94406828

10175

414545763

10181.87638144

10152

413578783

10258.10004229

10228

416679886

10179.87049562

10150

413534559

10168.83812365

10139

413108517

10166.83223783

10137

413010172

10173.85283817

10144

413304331

10174.85578107

10145

413342703

10163.8234091

10134

412900388

10166.83223781

10137

413035749

10180.87343849

10151

413577018

10192.90875336

10163

414072706

10181.87638139

10152

413630389

10183.8822672

10154

413730700

10177.86460976

10148

413468173

10179.87049557

10150

413548619

10180.87343847

10151

413582703

10194.91463915

10165

414179661

10186.8910959

10157

413819148

10185.88815299

10156

413817004

10187.8940388

10158

413894324

10195.91758204

10166

414207311

10190.90286751

10161

414005725

10189.8999246

10160

414061749

10173.8528381

10144

413398455

10179.87049553

10150

413637084

10172.84989518

10143

413367708

10172.84989518

10143

413397239

10180.87343842

10151

413715373

10186.89109585

10157

413953894

10186.89109585

10157

413971621

10180.87343841

10141

403269424

10186.89702983

10147

403549916

10186.89702983

10147

403567795

10187.90096173

10148

403585232

10187.90096173

10148

403583142

10181.8773703

10142

403358665

10175.85377887

10136

402819393

10172.84198315

10133

402719301

10153.76727697

10114

401936219

10142.72402602

10103

401515923

10149.75154934

10110

401789652

10165.8144598

10126

402414632

10150.75548124

10111

401824950

10145.73582172

10106

401722160

10149.75154933

10110

401926097

10150.75548123

10111

401963489

10109.59427316

10070

400335552

10125.65718362

10086

400961228

10115.61786458

10076

400580689

10121.641456

10082

400794231

10139.71223027

10100

401517525

10129.67291123

10090

401143637

10133.68863884

10094

401294874

10130.67684312

10091

401155848

10135.69650263

10096

401369812

10125.65718359

10086

400975550

10127.66504739

10088

401053271

10120.63752406

10081

400753327

10129.67291119

10090

401143010

10151.75941307

10112

401984299

10179.86950638

10140

398167661

10184.88916589

10145

398398629

10189.9088254

10150

398586193

10177.86164255

10138

298167286

10166.8183916

10127

297845795

10166.8183916

10127

297560442

10160.79480017

10121

297395471

10155.77514065

10116

297245685

10155.77514065

10116

292186943

10155.77514065

10116

272186331

10156.77907255

10117

272198375

10161.79873206

10122

272329726

10167.82232348

10128

272498622

10177.86164251

10138

272762934

10186.89702964

10147

273027243

10189.90882535

10150

273105566

10191.91668915

10152

273145511

10212.99925913

10173

273726338

10200.95207628

10161

273405380

10210.99139531

10171

273669687

10210.99139531

10171

273668270

10222.03464625

10182

273955040

10222.03464625

10182

273953621

10212.99925911

10173

273726843

10237.0936248

10197

274450319

10236.08969289

10196

274421975

10239.1014886

10199

274524378

10264.19978619

10224

275205285

10253.15653524

10213

274924854

10262.19192237

10222

275163911

10247.13294381

10207

274750502

10269.21944569

10229

275358309

10268.21551378

10228

275329748

10262.19192235

10222

275155162

10257.17226283

10217

275020966

10275.2430371

10235

275525563

10282.27056042

10242

275694447

10293.31381136

10253

276099411

10284.27842422

10244

275858293

10307.36885801

10267

266363294

10282.27056041

10242

265735637

10307.368858

10267

266376561

10301.34526657

10261

266208649

10295.32167514

10255

266066842

10325.43963225

10285

266832518

10380.65588696

10340

268367500

10350.53792984

10310

267627080

10336.48288318

10296

267266418

10316.4042451

10276

266728283

10332.46715556

10292

267147888

10348.53006602

10308

267567491

10350.53792982

10310

267625464

10357.56545314

10317

267817413

10358.56938504

10318

264788883

10352.54579361

10312

264623731

10358.56938503

10318

264783398

10364.59297645

10324

264933809

10368.60870406

10328

265044756

10372.62443167

10332

265129201

10384.67161451

10344

265443423

10385.67554641

10345

265464770

10384.6716145

10344

265536873

10381.65981878

10341

265460097

10391.69913781

10351

265734846

10431.85641396

10391

266781490

10421.81709492

10381

266534603

10423.82495872

10383

266591495

10424.82889062

10384

256365494

10407.76204825

10367

255942308

10435.87214156

10395

256630596

10414.78957157

10374

256117342

10404.75025253

10364

255863880

10410.77384395

10370

247925177

10430.85248202

10390

248402920

10430.85248202

10390

248424346

10437.88000534

10397

248575380

10442.89966485

10402

248703677

10448.92325627

10408

248842566

10448.92325627

10408

248841278

10439.88786913

10399

248638738

10423.82495866

10383

248252242

10422.82102675

10382

248214526

10421.81709484

10381

248201097

10409.76991199

10369

247906760

10391.69913771

10351

247523306

10386.67947819

10346

247340570

10398.72666103

10358

247620176

10413.78563958

10373

247979767

10447.91932431

10407

248796711

10447.91932431

10402

248684905

10438.87959407

10393

248488777

10455.95464007

10410

256919455

10455.95464007

10410

256918126

10449.92815324

10404

254715582

10449.92815324

10404

253671265

10462.98554135

10417

253977425

10454.95022558

10409

253787409

10501.15329123

10455

244763887

10520.23716617

10474

245206546

10490.10473204

10444

240410211

10490.10473204

10444

240420732

10532.2901398

10486

241384426

10526.26365297

10480

240208303

10507.17977802

10461

239767749

10493.11797543

10447

239469796

10493.11797543

10447

239468560

10485.08265966

10439

239298485

10472.02527154

10426

239005753

10496.13121883

10450

239549194

10492.11356094

10446

239448739

10504.16653458

10458

239727281

10509.18860693

10463

239832258

10497.13563328

10451

239575379

10473.02968598

10427

239023849

10476.04292939

10430

239086981

10452.94139656

10407

238561363

10472.0252715

10426

239009014

10463.98995573

10418

238830690

10465.99878467

10420

238862444

10475.0385149

10429

239082399

10484.07824513

10438

239282382

10469.01202806

10423

238937299

10486.08707406

10440

239346460

10499.14446217

10453

239622974

10503.16212005

10457

237101704

10497.13563322

10451

236968183

10492.11356086

10446

236857820

10487.0914885

10441

236732769

10497.1356332

10451

237072448

10497.1356332

10451

237071224

10515.21509367

10469

237468795

10508.18419237

10462

237312032

10491.10914636

10445

236933058

10496.13121871

10450

237042712

10512.20185024

10466

237404554

10523.25040941

10477

237656513

10531.28572517

10485

237845557

10530.28131069

10484

237818718

10542.33428433

10496

238080251

10566.44023162

10520

238632294

10553.3828435

10507

238331599

10577.48879079

10531

238895218

10567.44464608

10521

238669182

10585.52410655

10539

239086632

10614.65212619

10568

239751196

10612.64329724

10566

239703638

10610.63446829

10564

224014038

10632.73158664

10586

224491606

10619.67419852

10573

224211399

10619.67419852

10573

224221142

10610.63446828

10564

224028132

10628.71392875

10582

224407400

10632.73158663

10586

224483503

10633.7360011

10587

224505139

10651.81546157

10605

224483861

10694.00086933

10647

235414921

10678.93465226

10632

235091293

10653.82429049

10607

234540782

10655.83311943

10609

234673753

10631.72717213

10585

234148123

10622.68744189

10576

233954530

10649.80663259

10603

234560421

10631.72717211

10585

234148385

10627.70951422

10581

234131387

10654.82870492

10608

234713495

10671.90375092

10625

233903253

10678.93465221

10632

234047932

10672.90816538

10626

233911451

10675.92140879

10629

233991496

10633.73600102

10587

233058361

10647.7978036

10601

233368975

10616.660955

10570

232684712

10623.69185629

10577

232840624

10635.74482993

10589

233095478

10648.80221804

10602

233383389

10645.78897462

10599

233319288

10646.79338909

10600

233349855

10658.84636273

10612

233615062

10663.86843508

10617

233718682

10670.89933637

10624

233867708

10670.89933637

10624

233866500

10664.87284954

10618

233735347

10670.89933636

10624

233873021

10680.94348106

10634

234104170

10654.82870482

10608

233513379

10704.04501388

10657

234610522

10743.21717823

10696

235511145

10723.12888881

10676

235075783

10752.25690845

10705

235711370

10757.2789808

10710

235836816

10791.4290728

10744

234459095

10823.57033586

10776

235154918

10803.48204644

10756

236219605

10834.61889503

10787

236892991

10817.54384902

10770

236527084

10805.49087537

10758

236278592

10809.50853325

10762

236694951

10820.55709242

10773

236957585

10817.543849

10770

236887833

10807.49970429

10760

236668484

10852.69835546

10805

237651646

10847.6762831

10800

237546615

10844.66303968

10797

237465363

10865.75574356

10818

237933641

10865.75574356

10818

237935650



Bシート

		2019/08/30				資産別構成 シサンベツコウセイ								公社債種別構成 ベツコウセイ						格付別構成 カクヅベツコウセイ						ポートフォリオ特性値 トクセイアタイ						MF別構成 ベツコウセイ						組入上位銘柄 クミイジョウイメイガラ												残存期間別構成（ポート比） ザンゾンキカンベツコウセイ						平均残存期間 ヘイキンザンゾンキカン								ファンド

						資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率				種別 シュベツ		比率 ヒリツ				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				項目 コウモク		値 アタイ				MF名 メイ		比率				銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ										資産別構成　計算用 シサンベツコウセイケイサンヨウ																残存期間別構成　計算用 ザンゾンキカンベツコウセイケイサンヨウ

						国内債券		9		9,855.1%				国債		4,947.9%				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.5				超長期国債18-20MF		5,006.3%				１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		2,474.7%				1年未満		---				年 ネン		24.7398111985						-1		20190731		1.7%				資産 シサン		集計条件 シュウケイジョウケン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ				ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ								ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ								開始期間 カイシキカン				終了期間 シュウリョウキカン		ポート比 ヒ		残存期間 ザンゾンキカン		10,000.0%

						---		---		---				ABS・MBS等		4,907.2%				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0				住宅金融支援機構債MF		4,984.4%				１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		2,473.3%				1年以上2年未満		---				日 ヒ		9030.0310874431						-3		20190531		2.7%				国内債券 コクナイサイケン		DB1		9		98.5508812992				「ｺｰﾙﾛｰﾝ、その他」計算用 タケイサンヨウ								合計計算用 ゴウケイケイサンヨウ																残存期間 ザンゾンキカン		比率

						ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				144.9%				---		---				A		---				修正デュレーション シュウセイ		12.1				---		---				１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		0.3		---		2051/05/10		1,771.0%				2年以上3年未満		---												-6		20190228		4.3%				国内債券先物 コクナイサイケンサキモノ		DB2		0		0				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				資産コード		資産名称		比率 ヒリツ				0		～		1		---		1年未満		---

						合計 ゴウケイ		9		10,000.0%				---		---				BBB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		25.1				---		---				１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		0.5		---		2051/04/10		1,604.3%				3年以上4年未満		---												-12		20180831		6.7%						DB3		0		0				D09		国内ＣＤ		0				DB2		国内債券 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

														---		---				BB		---				残存日数 ザンソンニッスウ		9162.8				---		---				１００  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2050/09/10		586.4%				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---						DB4		0		0				D10		国内ＣＤ現先		0				DB3		国内債券 先物		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

														---		---				無格付 ムカクヅ		---										---		---				１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2051/02/10		316.3%				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---						DB5		0		0				D11		国内ＣＰ		0				DB4		国内債券 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

														---		---				合計 ゴウケイ		10,000.0%				9325						---		---				１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/12/10		309.9%				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		5.2%														D12		国内ＣＰ現先		0				DB5		国内債券 OP		0				4		～		5		---		4年以上5年未満		---

														---		---										項目 コウモク		値 アタイ				---		---				１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.4		---		2051/12/10		169.8%				7年以上8年未満		---												設定来 セッテイライ				8.7%														D13		国内割引手形		0				DF1		国内金融 先物		0				5		～		6		---		5年以上6年未満		---

														---		---				AAA		10,000.0%				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.5				---		---				９９  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/08/10		149.4%				8年以上9年未満		---																														D24		国内割引手形現先		0				DF2		国内金融 先物		0				6		～		7		---		6年以上7年未満		---

														---		---				AA+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		-0.0				---		---				---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---												比較指標1																		D25		国内優先出資証券		0				DF3		国内金融 OP		0				7		～		8		---		7年以上8年未満		---

														合計 ゴウケイ		9,855.1%				AA		---				修正デュレーション シュウセイ		6.6				合計 ゴウケイ		9,990.7%				合計 ゴウケイ								9,855.1%				10年以上11年未満		---												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														D27		国内出資証券		0				DF4		国内金融 OP		0				8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				AA-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		31.6																						11年以上12年未満		---												-1		20190731		0.0%														D28		国内投資信託受益証券		0				DS2		国内株式 先物		0				9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				A+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		11521.1										銘柄名 メイガラメイ		利率 リリツ		残存年数（年）		償還日 ショウカンビ		比率 ヒリツ				12年以上13年未満		---												-3		20190531		0.0%														D29		国内リート		0				DS3		国内株式 先物		0				10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				A		---																１６３  ２０年国債		0.6		---		2037/12/20		2,474.7%				13年以上14年未満		---												-6		20190228		0.0%														D30		国内短期社債等		0				DS4		国内株式 OP		0				11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																				A-		---				9360												１６６  ２０年国債		0.7		---		2038/09/20		2,473.3%				14年以上15年未満		---												-12		20180831		0.0%														D31		国内短期社債等現先		0				DS5		国内株式 OP		0				12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				BBB+		---				項目 コウモク		値 アタイ										１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		0.3		---		2051/05/10		1,771.0%				15年以上16年未満		---												-36		20160831		---				資産 シサン		銘柄数 メイガラスウ		比率 ヒリツ						DB1		国内債券		98.5508812992				DS6		国内株式 信用取引		0				13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				BBB		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		0.6										１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		0.5		---		2051/04/10		1,604.3%				16年以上17年未満		---												-60		20140831		---				国内債券		9		9,855.1%						DB6		国内債券 現先		0				FB2		外国債券 先物		0				14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				BBB-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		0.0										１００  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2050/09/10		586.4%				17年以上18年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				---		---		---						DC1		国内転換社債		0				FB3		外国債券 先物		0				15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				BB+		---				修正デュレーション シュウセイ		17.7										１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.8		---		2051/02/10		316.3%				18年以上19年未満		2511.0%												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---				ｺｰﾙ･ﾛｰﾝ、その他 タ				1.4%						DS1		国内株式		0				FB4		外国債券 OP		0				16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		18.7										１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/12/10		309.9%				19年以上		7489.0%												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---				合計 ゴウケイ		9		10,000.0%						DW1		国内ワラント		0				FB5		外国債券 OP		0				17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				BB-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		6824.0										１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		0.4		---		2051/12/10		169.8%																																				F09		外国ＣＤ		0				FB6		外国債券 店頭OP		0				18		～		19		25.1103997229		18年以上19年未満		2511.0%

																				B+		---																９９  住宅機構ＲＭＢＳ		0.9		---		2050/08/10		149.4%				残存期間別構成（純資産比） ザンゾンキカンベツコウセイジュンシサンヒ														比較指標2																		F10		外国ＣＤ現先		0				FB7		外国債券 店頭OP		0				19		～				74.8895977184		19年以上		7489.0%

																				B		---				---												---		---		---		---		---				残存期間 ザンゾンキカン		比率 ヒリツ												期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ														F11		外国ＣＰ		0				FF1		外国金融 先物		0

																				B-		---				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				1年未満		---												-1		20190731		0.0%														F12		外国ＣＰ現先		0				FF2		外国金融 先物		0				残存期間別構成　計算用

																				CCC+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				1年以上2年未満		---												-3		20190531		0.0%														F21		外貨定期預金		0				FF3		外国金融 OP		0				開始期間				終了期間		純資産比		残存期間		9,855.1%

																				CCC		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										---		---		---		---		---				2年以上3年未満		---												-6		20190228		0.0%														F25		外国優先出資証券		0				FF4		外国金融 OP		0												残存期間		比率

																				CCC-		---				修正デュレーション シュウセイ		---										---		---		---		---		---				3年以上4年未満		---												-12		20180831		0.0%														F27		外国出資証券		0				FS2		外国株式 先物		0				0		～		1		---		1年未満		---

																						---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---										---		---		---		---		---				4年以上5年未満		---												-36		20160831		---														F28		外国投資信託受益証券		0				FS3		外国株式 先物		0				1		～		2		---		1年以上2年未満		---

																										残存日数 ザンソンニッスウ		---										---		---		---		---		---				5年以上6年未満		---												-60		20140831		---														F29		外国リート		0				FS4		外国株式 OP		0				2		～		3		---		2年以上3年未満		---

																				9325																		---		---		---		---		---				6年以上7年未満		---												年初来 ネンショライ		20181231		0.0%														FB1		外国債券		0				FS5		外国株式 OP		0				3		～		4		---		3年以上4年未満		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ				---												---		---		---		---		---				7年以上8年未満		---												設定来(前日基準） セッテイライゼンジツキジュン				---														FC1		外国転換社債		0												4		～		5		---		4年以上5年未満		---

																				AAA		4,979.3%				項目 コウモク		値 アタイ										---		---		---		---		---				8年以上9年未満		---												設定来(当日基準） セッテイライトウビキジュン				---														FI1		外国投資証券		0												5		～		6		---		5年以上6年未満		---

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---										---		---		---		---		---				9年以上10年未満		---																														FR1		外国リート		0												6		～		7		---		6年以上7年未満		---

																				A		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---										合計 ゴウケイ								9,855.1%				10年以上11年未満		---																														FS1		外国株式		0												7		～		8		---		7年以上8年未満		---

																				BBB		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						11年以上12年未満		---																														FW1		外国ワラント		0												8		～		9		---		8年以上9年未満		---

																				BB		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																						12年以上13年未満		---																																														9		～		10		---		9年以上10年未満		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																						13年以上14年未満		---																																														10		～		11		---		10年以上11年未満		---

																				合計 ゴウケイ		4,979.3%																												14年以上15年未満		---																																														11		～		12		---		11年以上12年未満		---

																										---																								15年以上16年未満		---																																														12		～		13		---		12年以上13年未満		---

																				AAA		4,979.3%				項目 コウモク		値 アタイ																						16年以上17年未満		---																																														13		～		14		---		13年以上14年未満		---

																				AA+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																						17年以上18年未満		---																																														14		～		15		---		14年以上15年未満		---

																				AA		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																						18年以上19年未満		2,474.7%																																														15		～		16		---		15年以上16年未満		---

																				AA-		---				修正デュレーション シュウセイ		---																						19年以上		7,380.4%																																														16		～		17		---		16年以上17年未満		---

																				A+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---																																																																						17		～		18		---		17年以上18年未満		---

																				A		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---																																																																						18		～		19		24.7465216165		18年以上19年未満		2,474.7%

																				A-		---																																																																												19		～				73.8043598988		19年以上		7,380.4%

																				BBB+		---				---

																				BBB		---				項目 コウモク		値 アタイ																																																																						・開始期間と終了期間に数字を入力していただく。

																				BBB-		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---																																																																						・終了期間を空白にした場合、「開始期間＋年以上」と表示する

																				BB+		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---																																																																						・ポート比・純資産比の計算は、当シート上で行う ジュンシサンヒ

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				BB-		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B+		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B		---

																				B-		---				---

																				CCC+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				CCC		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				CCC-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																						---				修正デュレーション シュウセイ		---

																										残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				9360						残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		5,020.7%				---

																				AA		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				A		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BBB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				無格付 ムカクヅ		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				合計 ゴウケイ		5,020.7%				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				AAA		5,020.7%				---

																				AA+		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				AA		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				AA-		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				A+		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				A		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				A-		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				BBB+		---

																				BBB		---				---

																				BBB-		---				項目 コウモク		値 アタイ

																				BB+		---				直接利回り(%) チョクセツリマワ		---

																				BB		---				最終利回り(%) サイシュウリマワ		---

																				BB-		---				修正デュレーション シュウセイ		---

																				B+		---				残存年数 ザンゾンネンスウ		---

																				B		---				残存日数 ザンソンニッスウ		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---

																				---

																				格付 カクヅ		比率 ヒリツ

																				AAA		---

																				AA		---

																				A		---

																				BBB		---

																				BB		---

																				無格付 ムカクヅ		---

																				合計 ゴウケイ		---

																				AAA		---

																				AA+		---

																				AA		---

																				AA-		---

																				A+		---

																				A		---

																				A-		---

																				BBB+		---

																				BBB		---

																				BBB-		---

																				BB+		---

																				BB		---

																				BB-		---

																				B+		---

																				B		---

																				B-		---

																				CCC+		---

																				CCC		---

																				CCC-		---

																						---



■アクティブファンドについての注意■

「月間騰落率」には、その騰落率の主な要因を、原資産や為替などのリスク資産別に、その理由を含めて簡潔に記載ください。
※特に、市場動向とファンドの騰落率が乖離もしくは符号が反対となるケースはより丁寧な説明をお願いします。


「運用のポイント」は、レポート期間の投資行動およびその理由について説明ください。

＜投資環境＞
　国内債券市場では、金利は低下しました。トランプ米大統領による対中追加関税の発表をきっかけに米中貿易摩擦が激化し、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、金利は低下しました。日銀は国債買い入れを減額しましたが、国債需給の引き締まりは解消されず、市場への影響は限定的でした。
　国債利回りの低下を受けて、機構債の利回りは低下しました。

※機構債とは、住宅金融支援機構が発行するRMBS（住宅ローン担保証券）をさします。

＜今後の見通し＞
　国内債券市場では日銀の追加金融緩和期待を背景に長期金利は引き続き低位での推移を予想します。なお、日銀は長期金利操作目標をゼロ％程度としているものの、長期金利の変動幅拡大を容認する方針を示していることから、金利の変動幅は拡大する見込みです。
　低金利環境下において、相対的に利回りが高い機構債に対するニーズは強く、機構債市場は堅調に推移するとみています。



資産別A1

		資産別構成比 シサンベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		資産コード		資産名称		銘柄数 メイガラスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		DB1		国内債券		9		0		0.00		234,487,680		98.55		234,487,680		98.55		237935650		234,487,680		98.55



&L&F&C&P&R&A



組入A1

		組入マザーファンド クミイ

		残高計上日		ベビー回次		ベビーファンド名		マザー回次		マザーファンド名		みなす評価額		みなす_マザーF組入比率		純資産

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20MF		119,117,691		50.06		237935650

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債MF		118,597,827		49.84		237935650



&L&F&C&P&R&A



公社債種別A1

		公社債種別構成比 コウシャサイシュベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		種別コード		種別名称		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クミイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0001		国債		0		0.00		117,728,845		50.21		117,728,845		50.21		234,487,681		49.48		237935650		117,728,845		49.48

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0008		ABS・MBS等		0		0.00		116,758,835		49.79		116,758,835		49.79		234,487,681		49.07		237935650		116,758,835		49.07



&L&F&C&P&R&A



格付別A1

		格付別構成比（ベビーファンド） カクヅベツコウセイヒ																												格付別構成比（マザーファンド１） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド２） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド３） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド４） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド５） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド６） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド７） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド８） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド９） カクヅベツコウセイヒ																						格付別構成比（マザーファンド１０） カクヅベツコウセイヒ

		残高計上日		回次		ファンド名		格付コード		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		債券ポート評価額		実質投資_組入比率(対純資産比)		純資産				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ				マザー回次		マザーファンド名		格付コード		マザー評価額 ヒョウカガク		マザー組入比率 クミイヒリツ		マザー債券ポート評価額 サイケンヒョウカガク		マザー純資産 ジュンシサン		ベビー評価額 ヒョウカガク		ベビー組入比率（ポート比） ヒ		ベビー組入比率（純資産比） ジュンシサンヒ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		AAA		0		0.00		234,487,680		100.00		234,487,680		100.00		234,487,681		98.55		237935650				9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		AAA		2,634,098,418		100.00		2,634,098,418		2675586367		116,758,835		49.79		49.07				9360		超長期国債18-20マザーファンド		AAA		3,718,823,600		100.00		3,718,823,600		3762694524		117,728,845		50.21		49.48
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公社債残存別A1

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		マザー回次 カイジ		マザーファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		残NO		銘柄名		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード1		公社債種別コード1(バーゼルⅡ)		公社債種別名称コード		公社債種別名称1		公社債種別コード2		公社債種別名称2		発行体コード		発行体名称		クーポン		償還日		格付		格付機関		格付け_MDY		格付け_SP		格付け_FI		格付け_RI		格付け_JCR		修正デュレーション		直接利回り		最終利回り		残存年数		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		ポートフォリオ評価額		純資産		ファンド評価額 ヒョウカガク		ファンド組入比率 クイヒリツ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		20181220000006		１６６  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.7		20380920		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.91		0.6205838808		0.026		19.07123288		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		234,487,681		237935650				25.10

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171220000009		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		38,961,623		16.37		38,961,623		16.37		234,487,681		237935650				16.62

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20161115045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		19,153,845		8.05		19,153,845		8.05		234,487,681		237935650				8.17

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160520045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		11,451,742		4.81		11,451,742		4.81		234,487,681		237935650				4.88

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092150943		20161226045001		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.41		20511210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.848		0.3980969026		-0.024		32.30136986		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		234,487,681		237935650				1.72

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160627045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160822045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160607045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160606045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160602045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		20160531045001		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.34		20510510		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.661		0.3319988282		-0.02		31.71506849		0		0.00		3,830,769		1.61		3,830,769		1.61		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160519045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160921045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160415000001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160420000003		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160525045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160524045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		20160523045001		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.48		20510410		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.588		0.4648910412		-0.01		31.63287671		0		0.00		3,817,247		1.60		3,817,247		1.60		234,487,681		237935650				1.63

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		20160908045001		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.79		20510210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.531		0.750736482		-0.002		31.47123288		0		0.00		3,762,831		1.58		3,762,831		1.58		234,487,681		237935650				1.60

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		20160907045001		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.79		20510210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.531		0.750736482		-0.002		31.47123288		0		0.00		3,762,831		1.58		3,762,831		1.58		234,487,681		237935650				1.60

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		20160405045001		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.86		20501210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.405		0.8143939394		-0.004		31.30136986		0		0.00		3,686,752		1.55		3,686,752		1.55		234,487,681		237935650				1.57

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		20160511000009		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.86		20501210		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.405		0.8143939394		-0.004		31.30136986		0		0.00		3,686,752		1.55		3,686,752		1.55		234,487,681		237935650				1.57

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		091990943		20160229045003		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.88		20500810		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.298		0.8329389494		-0.007		30.96712329		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		234,487,681		237935650				1.52

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160727045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160725045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160721045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		20160707045001		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		JPY		日本円		100		日本		21000		21000		0008		ABS・MBS等		30		特殊債証券		11542365		住宅金融支援機構RMBS		0.84		20500910		AAA		格付け_SP				AAA				AAA				6.271		0.7970395673		-0.01		31.05205479		0		0.00		3,488,216		1.47		3,488,216		1.47		234,487,681		237935650				1.49

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180618000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,945,793		1.24		2,945,793		1.24		234,487,681		237935650				1.26

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180717000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,454,828		1.03		2,454,828		1.03		234,487,681		237935650				1.05

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180704000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,104,138		0.88		2,104,138		0.88		234,487,681		237935650				0.90

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180626000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		2,104,138		0.88		2,104,138		0.88		234,487,681		237935650				0.90

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180319000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		1,578,104		0.66		1,578,104		0.66		234,487,681		237935650				0.67

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180621000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		946,862		0.40		946,862		0.40		234,487,681		237935650				0.40

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180629000004		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		946,862		0.40		946,862		0.40		234,487,681		237935650				0.40

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180328000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		911,793		0.38		911,793		0.38		234,487,681		237935650				0.39

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180326000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		876,724		0.37		876,724		0.37		234,487,681		237935650				0.37

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180703000006		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		876,724		0.37		876,724		0.37		234,487,681		237935650				0.37

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180404000003		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		841,655		0.35		841,655		0.35		234,487,681		237935650				0.36

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180705000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180706000010		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20171225000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		701,379		0.29		701,379		0.29		234,487,681		237935650				0.30

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180607000002		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		631,241		0.27		631,241		0.27		234,487,681		237935650				0.27

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		20180528000005		１６３  ２０年国債		JPY		日本円		100		日本		01000		01000		0001		国債		10		国債証券		311565		日本国債(20年)		0.6		20371220		AAA		格付け_JCR		A+		A+		A		AA+		AAA		17.405		0.5416335668		0.01		18.32054795		0		0.00		596,172		0.25		596,172		0.25		234,487,681		237935650				0.25



&L&F&C&P&R&A



公社債残存別A2

		公社債残存別構成 コウシャサイザンゾンベツコウセイ

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード メイガラ		銘柄名		資産コード シサン		資産名称 シサン		償還日 ショウカンビ		残存月数 ザンゾンツキスウ		残存日数 ザンゾンニッスウ		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		加重_残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		20371220		219		6687		0		0.00		58,880,797		24.75		58,880,797		24.75		237935650		1654.799898792

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		20380920		228		6961		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		237935650		1721.6472694529

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510510		380		11576		0		0.00		42,138,459		17.71		42,138,459		17.71		237935650		2050.1122945805

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510410		379		11546		0		0.00		38,172,475		16.04		38,172,475		16.04		237935650		1852.3470373187

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20500910		372		11334		0		0.00		13,952,862		5.86		13,952,862		5.86		237935650		664.6407879946

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20510210		377		11487		0		0.00		7,525,663		3.16		7,525,663		3.16		237935650		363.3221456347

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20501210		375		11425		0		0.00		7,373,504		3.10		7,373,504		3.10		237935650		354.054901819

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20511210		387		11790		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		237935650		200.1891786288

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		20500810		371		11303		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		237935650		168.917573222
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組入上位A1

		組入上位10銘柄

		残高計上日		回次		ファンド名		銘柄コード		銘柄名		資産コード		資産名称		通貨コード		通貨名称		国コード		国名称		公社債種別コード2		公社債種別名称2		クーポン		償還日		残存年数		残額面		評価単価		評価金額		仲値		直接投資_評価額		直接投資_組入比率		間接投資_評価額		間接投資_組入比率		実質投資_評価額		実質投資_組入比率		純資産		ファンド評価額		ファンド組入比率

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.6		20371220										1.00		0		0.00		58,880,797		24.75		58,880,797		24.75		237935650		58,880,797		24.75

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		10		国債証券		0.7		20380920										1.00		0		0.00		58,848,048		24.73		58,848,048		24.73		237935650		58,848,048		24.73

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.34		20510510										1.00		0		0.00		42,138,459		17.71		42,138,459		17.71		237935650		42,138,459		17.71

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.48		20510410										1.00		0		0.00		38,172,475		16.04		38,172,475		16.04		237935650		38,172,475		16.04

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.84		20500910										1.00		0		0.00		13,952,862		5.86		13,952,862		5.86		237935650		13,952,862		5.86

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.79		20510210										1.00		0		0.00		7,525,663		3.16		7,525,663		3.16		237935650		7,525,663		3.16

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.86		20501210										1.00		0		0.00		7,373,504		3.10		7,373,504		3.10		237935650		7,373,504		3.10

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.41		20511210										1.00		0		0.00		4,040,046		1.70		4,040,046		1.70		237935650		4,040,046		1.70

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		DB1		国内債券		JPY		日本円		100		日本		30		特殊債証券		0.88		20500810										1.00		0		0.00		3,555,827		1.49		3,555,827		1.49		237935650		3,555,827		1.49
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ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ特性値A1

		ポートフォリオ特性値（ベビーファンド） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド２） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド３） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド４） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド５） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド６） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド７） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド８） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド９） トクセイアタイ																																						ポートフォリオ特性値（マザーファンド１０） トクセイアタイ

		残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計																						残高計上日		回次		ファンド名		直接利回り		最終利回り		修正デュレーション		残存年数		残存日数		債券評価額合計

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		0.5437119456		0.0025094837		12.1323643343		25.1035919436		9162.8110571142		234,487,675																						20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		0.5060155577		-0.0131075262		6.5613977989		31.5646326378		11521.0909127918		2,634,098,418																						20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		0.5810977428		0.0179977746		17.6574297614		18.6957860047		6823.9618901633		3,718,823,600

		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ				残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイツギ		ファンド名 メイ		銘柄コード メイガラ		銘柄名 メイガラメイ		残NO ザン		債券評価額 サイケンヒョウカガク		開示用直接利回り カイジヨウチョクセツリマワ		開示用利回り カイジヨウリマワ		開示用DUR カイジヨウ		残存年数 ザンゾンネンスウ		償還日 ショウカンビ		残存日数 ザンゾンニッスウ		加重開示用直接利回り カジュウカイジヨウチョクセツリマワ		加重開示用利回り カジュウカイジヨウリマワ		加重開示用DUR カジュウカイジヨウ		加重残存年数 カジュウザンゾンネンスウ		加重残存日数 カジュウザンゾンニッスウ

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		38,961,623		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		21102923		389616		678127048		713798282		260536373001				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		20160229045003		80,220,045		0.8329389494		-0.007		6.298		30.96712329		20500810		11303		66818400		-561540		505225843		2484184024		906727168635				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171220000009		1,230,721,360		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		666600000		12307214		21420705271		22547489689		8229833734320

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		876,724		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		474863		8767		15259381		16062064		5862653388				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160707045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		1,578,104		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		854754		15781		27466900		28911730		10552781448				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160725045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180319000006		49849200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		27000000		498492		867625326		913264659		333341600400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20171225000002		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160721045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180326000002		27694000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		911,793		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		493858		9118		15869757		16704547		6097159791				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160727045001		78,694,713		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		62722800		-786947		493494545		2443632540		891925877142				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180328000003		28801760		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15600000		288018		501294633		527664025		192597369120

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		2,454,828		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1329617		24548		42726281		44973794		16415434836				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160405045001		83,173,728		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		67736180		-332695		532727728		2603451623		950259842400				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		26586240		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		14400000		265862		462733507		487074485		177782186880

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160511000009		83,173,728		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		67736180		-332695		532727728		2603451623		950259842400				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		18831920		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10200000		188319		327769568		345011093		125929049040

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		701,379		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		379890		7014		12207501		12849648		4690121373				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160907045001		84,890,093		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		63730090		-169780		554417197		2671595886		975132498291				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		19939680		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		10800000		199397		347050130		365305864		133336640160

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		2,104,138		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1139672		21041		36622522		38548961		14070370806				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160908045001		84,890,093		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		63730090		-169780		554417197		2671595886		975132498291				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		93051840		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		50400000		930518		1619567275		1704760697		622237654080

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		876,724		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		474863		8767		15259381		16062064		5862653388				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160519045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		29909520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		946,862		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		512852		9469		16480133		17347031		6331666194				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160420000003		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		66465600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180626000004		2,104,138		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1139672		21041		36622522		38548961		14070370806				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160415000001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180629000004		29909520		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		16200000		299095		520575196		547958795		200004960240

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180621000002		946,862		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		512852		9469		16480133		17347031		6331666194				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160520045001		258,353,182		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		120106080		-2583532		1702030763		8172454354		2982945839372				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180703000006		27694000		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		15000000		276940		482014070		507369255		185189778000

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180618000004		2,945,793		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		1595540		29458		51271527		53968542		19698517791				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160921045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180704000002		66465600		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		36000000		664656		1156833768		1217686212		444455467200

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180607000002		631,241		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		341901		6312		10986750		11564681		4221108567				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160525045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180705000002		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180528000005		596,172		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		322907		5962		10376374		10922198		3986602164				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160524045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180706000010		22155200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		12000000		221552		385611256		405895404		148151822400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001630069		１６３  ２０年国債		20180404000003		841,655		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		455869		8417		14649005		15419581		5628146985				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160523045001		86,117,727		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		40035360		-861177		567343585		2724151441		994315275942				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001630069		１６３  ２０年国債		20180717000002		77543200		0.5416335668		0.01		17.405		18.32054795		20371220		6687		42000000		775432		1349639396		1420633914		518531378400

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		58,848,048		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		36520150		1530049		1053968540		1122304828		409641262128				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160531045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824				20190830		9360		超長期国債18-20マザーファンド		001660069		１６６  ２０年国債		20181220000006		1858894560		0.6205838808		0.026		17.91		19.07123288		20380920		6961		1153600000		48331259		33292801570		35451411053		12939765032160

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		091990943		９９  住宅機構ＲＭＢＳ		20160229045003		3,555,827		0.8329389494		-0.007		6.298		30.96712329		20500810		11303		2961787		-24891		22394598		110113733		40191512581				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160602045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160727045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160606045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160725045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20161115045001		432,113,874		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		143461300		-8642277		2878310515		13704521109		5002150205424

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160721045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160822045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092000943		１００  住宅機構ＲＭＢＳ		20160707045001		3,488,216		0.7970395673		-0.01		6.271		31.05205479		20500910		11334		2780246		-34882		21874603		108316274		39535440144				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160627045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160405045001		3,686,752		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		3002468		-14747		23613647		115400388		42121141600				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160607045001		86,422,774		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		28692260		-1728455		575662098		2740904197		1000430031824

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092030943		１０３  住宅機構ＲＭＢＳ		20160511000009		3,686,752		0.8143939394		-0.004		6.405		31.30136986		20501210		11425		3002468		-14747		23613647		115400388		42121141600				20190830		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		20161226045001		91,144,090		0.3980969026		-0.024		6.848		32.30136986		20511210		11790		36284180		-2187458		624154728		2944078962		1074588821100

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160907045001		3,762,831		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		2824895		-7526		24575049		118420931		43223639697

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092050943		１０５  住宅機構ＲＭＢＳ		20160908045001		3,762,831		0.750736482		-0.002		6.531		31.47123288		20510210		11487		2824895		-7526		24575049		118420931		43223639697

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160524045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160415000001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160420000003		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160519045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160520045001		11,451,742		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		5323812		-114517		75444076		362251543		132221813132

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160523045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160525045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092070943		１０７  住宅機構ＲＭＢＳ		20160921045001		3,817,247		0.4648910412		-0.01		6.588		31.63287671		20510410		11546		1774604		-38172		25148023		120750504		44073933862

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160607045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20161115045001		19,153,845		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		6359054		-383077		127583762		607465506		221724909720

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160822045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160627045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160531045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160602045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092080943		１０８  住宅機構ＲＭＢＳ		20160606045001		3,830,769		0.3319988282		-0.02		6.661		31.71506849		20510510		11576		1271811		-76615		25516752		121493101		44344981944

		20190830		4672		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース		092150943		１１５  住宅機構ＲＭＢＳ		20161226045001		4,040,046		0.3980969026		-0.024		6.848		32.30136986		20511210		11790		1608330		-96961		27666235		130499020		47632142340
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基準価額の推移日次A1

		基準価額・期間別騰落率 キジュンカガクキカンベツトウラクリツ

																																回次コード カイジ		4672

		日付 ヒヅケ		グラフ表示 ヒョウジ		残高計上日 ザンダカケイジョウビ		回次 カイジ		基準価額 キジュンカガク		分配金 ブンパイキン		修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		純資産総額 ジュンシサンソウガク		比較指標１ ヒカクシヒョウ		比較指標２ ヒカクシヒョウ		比較指標１
指数化
(前日基準）		比較指標２
指数化
(前日基準）		比較指標１
指数化
(当日基準）		比較指標２
指数化
(当日基準）				ファンド名称 メイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

		設定時		設定時		20170300				10,000				10,000		20,000,000

		2017/3/1		17/3/1		20170301		4672		10,002				10,002		20,004,995																基準日 キジュンビ		20190830						ファンド設定日 セッテイビ		20170301

		2017/3/2		17/3/2		20170302		4672		9,975				9,975		19,951,956																基準価額 キジュンカガク		10818						修正基準価額（設定来） シュウセイキジュンカガクセッテイク		10000

		2017/3/3		17/3/3		20170303		4672		10,000				10,000		20,012,792																純資産総額 ジュンシサンソウガク		237935650

		2017/3/6		17/3/6		20170306		4672		10,035				10,035		20,084,536																純資産総額（単位） ジュンシサンソウガクタンイ		237百万円						比較指標1(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビゼンジツ

		2017/3/7		17/3/7		20170307		4672		10,024				10,024		20,364,430																修正基準価額 シュウセイキジュンカガク		10865.75574356						比較指標2(設定日前日) ヒカクシヒョウセッテイビマエヒ

		2017/3/8		17/3/8		20170308		4672		10,007				10,007		20,330,882																比較指標1 ヒカクシヒョウ		0						比較指標1(設定日) ヒカクシヒョウヒ

		2017/3/9		17/3/9		20170309		4672		10,003				10,003		36,493,928																比較指標2 ヒカクシヒョウ		0						比較指標2(設定日) ヒカクシヒョウ

		2017/3/10		17/3/10		20170310		4672		9,997				9,997		46,469,240																								※比較指標（設定日前日）には、設定日の比較指標を出力しています。

		2017/3/13		17/3/13		20170313		4672		9,999				9,999		48,676,482																								※比較指標（設定日）には、設定日の前営業日の比較指標を出力しています。

		2017/3/14		17/3/14		20170314		4672		10,003				10,003		48,698,118																グラフ表示期間 ヒョウジキカン		当初設定日（2017年3月1日）～2019年8月30日

		2017/3/15		17/3/15		20170315		4672		10,007				10,007		51,019,340

		2017/3/16		17/3/16		20170316		4672		10,034				10,034		55,148,781

		2017/3/17		17/3/17		20170317		4672		10,033				10,033		315,482,634																Monthly								Weekly

		2017/3/21		17/3/21		20170321		4672		10,041				10,041		315,743,047																ファンド								ファンド(weekly）

		2017/3/22		17/3/22		20170322		4672		10,053				10,053		317,136,049																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/3/23		17/3/23		20170323		4672		10,050				10,050		347,075,694																-1		20190731		1.7%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.5%

		2017/3/24		17/3/24		20170324		4672		10,048				10,048		359,473,902																-3		20190531		2.7%				-1		20190730		1.8%

		2017/3/27		17/3/27		20170327		4672		10,053				10,053		398,650,595																-6		20190228		4.3%				-3		20190530		3.0%

		2017/3/28		17/3/28		20170328		4672		10,063				10,063		399,044,161																-12		20180831		6.7%				-6		20190228		4.3%

		2017/3/29		17/3/29		20170329		4672		10,068				10,068		462,684,700																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		6.8%

		2017/3/30		17/3/30		20170330		4672		10,056				10,056		457,127,411																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/3/31		17/3/31		20170331		4672		10,051				10,051		460,356,873																年初来 ネンショライ		20181231		5.2%				年初来 ネンショライ		20181231		5.2%

		2017/4/3		17/4/3		20170403		4672		10,046				10,046		460,144,719																設定来 セッテイク				8.7%				設定来 セッテイク				8.7%

		2017/4/4		17/4/4		20170404		4672		10,046				10,046		410,242,555

		2017/4/5		17/4/5		20170405		4672		10,042				10,042		410,077,850																比較指標１ ヒカクシヒョウ								比較指標１ ヒカクシヒョウ

		2017/4/6		17/4/6		20170406		4672		10,064				10,064		410,992,664																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/7		17/4/7		20170407		4672		10,077				10,077		411,520,302																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/10		17/4/10		20170410		4672		10,072				10,072		412,310,289																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/11		17/4/11		20170411		4672		10,084				10,084		413,476,441																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/12		17/4/12		20170412		4672		10,107				10,107		414,455,765																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/4/13		17/4/13		20170413		4672		10,113				10,113		395,566,880																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/4/14		17/4/14		20170414		4672		10,132				10,132		406,324,458																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/4/17		17/4/17		20170417		4672		10,149				10,149		407,036,290																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/4/18		17/4/18		20170418		4672		10,127				10,127		404,946,285																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/4/19		17/4/19		20170419		4672		10,141				10,141		395,467,809																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/4/20		17/4/20		20170420		4672		10,146				10,146		395,173,036

		2017/4/21		17/4/21		20170421		4672		10,146				10,146		398,135,278																比較指標２ ヒカクシヒョウ								比較指標2 ヒカクシヒョウ

		2017/4/24		17/4/24		20170424		4672		10,132				10,132		398,732,509																期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ				期間 キカン		日付 ヒヅケ		騰落率 トウラクリツ

		2017/4/25		17/4/25		20170425		4672		10,138				10,138		399,979,821																-1		20190731		0.0%				前週金曜日の近似日 ゼンシュウキンヨウビキンジビ		20190823		0.0%

		2017/4/26		17/4/26		20170426		4672		10,128				10,128		399,565,851																-3		20190531		0.0%				-1		20190730		0.0%

		2017/4/27		17/4/27		20170427		4672		10,128				10,128		399,563,782																-6		20190228		0.0%				-3		20190530		0.0%

		2017/4/28		17/4/28		20170428		4672		10,144				10,144		400,477,113																-12		20180831		0.0%				-6		20190228		0.0%

		2017/5/1		17/5/1		20170501		4672		10,141				10,141		400,334,138																-36		20160831		0.0%				-12		20180830		0.0%

		2017/5/2		17/5/2		20170502		4672		10,134				10,134		402,989,419																-60		20140831		0.0%				-36		20160830		0.0%

		2017/5/8		17/5/8		20170508		4672		10,118				10,118		402,324,097																年初来 ネンショライ		20181231		0.0%				年初来 ネンショライ		20181231		0.0%

		2017/5/9		17/5/9		20170509		4672		10,106				10,106		403,043,324																設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%				設定来（前日基準） セッテイクゼンジツキジュン				0.0%

		2017/5/10		17/5/10		20170510		4672		10,099				10,099		402,742,857																設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%				設定来（当日基準） セッテイクトウジツキジュン				0.0%

		2017/5/11		17/5/11		20170511		4672		10,083				10,083		412,106,048

		2017/5/12		17/5/12		20170512		4672		10,088				10,088		412,327,609

		2017/5/15		17/5/15		20170515		4672		10,104				10,104		412,971,748

		2017/5/16		17/5/16		20170516		4672		10,093				10,093		412,622,437

		2017/5/17		17/5/17		20170517		4672		10,098				10,098		412,823,467

		2017/5/18		17/5/18		20170518		4672		10,116				10,116		413,673,121

		2017/5/19		17/5/19		20170519		4672		10,134				10,134		414,383,093

		2017/5/22		17/5/22		20170522		4672		10,122				10,122		413,908,339

		2017/5/23		17/5/23		20170523		4672		10,130				10,130		365,419,079

		2017/5/24		17/5/24		20170524		4672		10,121				10,121		365,112,185

		2017/5/25		17/5/25		20170525		4672		10,117				10,117		374,949,446

		2017/5/26		17/5/26		20170526		4672		10,137				10,137		375,684,743

		2017/5/29		17/5/29		20170529		4672		10,129				10,129		375,402,848

		2017/5/30		17/5/30		20170530		4672		10,134				10,134		375,603,506

		2017/5/31		17/5/31		20170531		4672		10,130				10,130		375,436,280

		2017/6/1		17/6/1		20170601		4672		10,118				10,118		374,991,517

		2017/6/2		17/6/2		20170602		4672		10,123				10,123		375,205,160

		2017/6/5		17/6/5		20170605		4672		10,134				10,134		350,259,716

		2017/6/6		17/6/6		20170606		4672		10,140				10,140		350,564,521

		2017/6/7		17/6/7		20170607		4672		10,142				10,142		360,664,932

		2017/6/8		17/6/8		20170608		4672		10,104				10,104		369,266,697

		2017/6/9		17/6/9		20170609		4672		10,132				10,132		370,281,670

		2017/6/12		17/6/12		20170612		4672		10,126				10,126		370,057,530

		2017/6/13		17/6/13		20170613		4672		10,129				10,129		370,181,529

		2017/6/14		17/6/14		20170614		4672		10,133				10,133		400,310,018

		2017/6/15		17/6/15		20170615		4672		10,151				10,151		400,995,490

		2017/6/16		17/6/16		20170616		4672		10,141				10,141		403,622,590

		2017/6/19		17/6/19		20170619		4672		10,142				10,142		403,635,993

		2017/6/20		17/6/20		20170620		4672		10,152				10,152		201,908,001

		2017/6/21		17/6/21		20170621		4672		10,154				10,154		201,946,154

		2017/6/22		17/6/22		20170622		4672		10,158				10,158		202,033,724

		2017/6/23		17/6/23		20170623		4672		10,155				10,155		203,163,113

		2017/6/26		17/6/26		20170626		4672		10,155				10,155		203,170,066

		2017/6/27		17/6/27		20170627		4672		10,162				10,162		203,298,453

		2017/6/28		17/6/28		20170628		4672		10,151				10,151		203,078,734

		2017/6/29		17/6/29		20170629		4672		10,152				10,152		203,116,014

		2017/6/30		17/6/30		20170630		4672		10,116				10,116		202,388,664

		2017/7/3		17/7/3		20170703		4672		10,115				10,115		202,356,068

		2017/7/4		17/7/4		20170704		4672		10,112				10,112		202,428,935

		2017/7/5		17/7/5		20170705		4672		10,105				10,105		202,277,942

		2017/7/6		17/7/6		20170706		4672		10,088				10,088		202,928,520

		2017/7/7		17/7/7		20170707		4672		10,092				10,092		203,027,509

		2017/7/10		17/7/10		20170710		4672		10,085				10,085		202,874,298

		2017/7/11		17/7/11		20170711		4672		10,071				10,071		202,603,695

		2017/7/12		17/7/12		20170712		4672		10,083				10,083		202,832,962

		2017/7/13		17/7/13		20170713		4672		10,112				10,112		203,422,010

		2017/7/14		17/7/14		20170714		4672		10,114				10,114		203,461,839

		2017/7/18		17/7/18		20170718		4672		10,128				10,128		213,757,905

		2017/7/19		17/7/19		20170719		4672		10,123				10,123		213,642,425

		2017/7/20		17/7/20		20170720		4672		10,123				10,123		213,651,955

		2017/7/21		17/7/21		20170721		4672		10,128				10,128		213,855,769

		2017/7/24		17/7/24		20170724		4672		10,128				10,128		213,852,451

		2017/7/25		17/7/25		20170725		4672		10,132				10,132		214,046,379

		2017/7/26		17/7/26		20170726		4672		10,120				10,120		213,782,245

		2017/7/27		17/7/27		20170727		4672		10,132				10,132		214,043,979

		2017/7/28		17/7/28		20170728		4672		10,136				10,136		214,117,412

		2017/7/31		17/7/31		20170731		4672		10,131				10,131		214,119,215

		2017/8/1		17/8/1		20170801		4672		10,133				10,133		214,171,383

		2017/8/2		17/8/2		20170802		4672		10,143				10,143		224,400,588

		2017/8/3		17/8/3		20170803		4672		10,149				10,149		245,526,309

		2017/8/4		17/8/4		20170804		4672		10,150				10,150		245,562,433

		2017/8/7		17/8/7		20170807		4672		10,146				10,146		365,402,066

		2017/8/8		17/8/8		20170808		4672		10,146				10,146		366,412,630

		2017/8/9		17/8/9		20170809		4672		10,163				10,163		367,039,479

		2017/8/10		17/8/10		20170810		4672		10,164				10,164		367,055,787

		2017/8/14		17/8/14		20170814		4672		10,172				10,172		357,282,301

		2017/8/15		17/8/15		20170815		4672		10,173				10,173		359,431,148

		2017/8/16		17/8/16		20170816		4672		10,171				10,171		359,344,310

		2017/8/17		17/8/17		20170817		4672		10,170				10,170		359,306,774

		2017/8/18		17/8/18		20170818		4672		10,177				10,177		359,551,343

		2017/8/21		17/8/21		20170821		4672		10,187				10,187		359,913,813

		2017/8/22		17/8/22		20170822		4672		10,191				10,191		360,074,205

		2017/8/23		17/8/23		20170823		4672		10,192				10,192		360,107,999

		2017/8/24		17/8/24		20170824		4672		10,198				10,198		460,334,254

		2017/8/25		17/8/25		20170825		4672		10,196				10,196		460,245,061

		2017/8/28		17/8/28		20170828		4672		10,199				10,199		480,329,796

		2017/8/29		17/8/29		20170829		4672		10,200				10,200		480,572,037

		2017/8/30		17/8/30		20170830		4672		10,199				10,199		480,522,009

		2017/8/31		17/8/31		20170831		4672		10,203				10,203		485,626,680

		2017/9/1		17/9/1		20170901		4672		10,210				10,210		493,913,082

		2017/9/4		17/9/4		20170904		4672		10,221				10,221		494,419,077

		2017/9/5		17/9/5		20170905		4672		10,219				10,219		494,368,715

		2017/9/6		17/9/6		20170906		4672		10,219				10,219		495,360,785

		2017/9/7		17/9/7		20170907		4672		10,206				10,206		496,862,426

		2017/9/8		17/9/8		20170908		4672		10,224				10,224		497,754,157

		2017/9/11		17/9/11		20170911		4672		10,200		15		10,215		496,603,071

		2017/9/12		17/9/12		20170912		4672		10,181				10,196		495,763,417

		2017/9/13		17/9/13		20170913		4672		10,175				10,190		445,106,707

		2017/9/14		17/9/14		20170914		4672		10,158				10,173		444,386,935

		2017/9/15		17/9/15		20170915		4672		10,183				10,198		445,470,508

		2017/9/19		17/9/19		20170919		4672		10,170				10,185		444,918,895

		2017/9/20		17/9/20		20170920		4672		10,175				10,190		449,111,474

		2017/9/21		17/9/21		20170921		4672		10,180				10,195		449,332,896

		2017/9/22		17/9/22		20170922		4672		10,188				10,203		450,182,300

		2017/9/25		17/9/25		20170925		4672		10,188				10,203		450,174,834

		2017/9/26		17/9/26		20170926		4672		10,182				10,197		449,909,505

		2017/9/27		17/9/27		20170927		4672		10,157				10,172		448,810,157

		2017/9/28		17/9/28		20170928		4672		10,133				10,148		447,832,458

		2017/9/29		17/9/29		20170929		4672		10,146				10,161		548,630,205

		2017/10/2		17/10/2		20171002		4672		10,128				10,143		547,682,282

		2017/10/3		17/10/3		20171003		4672		10,122				10,137		467,608,385

		2017/10/4		17/10/4		20171004		4672		10,148				10,163		468,800,648

		2017/10/5		17/10/5		20171005		4672		10,155				10,170		458,489,092

		2017/10/6		17/10/6		20171006		4672		10,137				10,152		457,702,613

		2017/10/10		17/10/10		20171010		4672		10,137				10,152		470,647,910

		2017/10/11		17/10/11		20171011		4672		10,136				10,151		470,735,830

		2017/10/12		17/10/12		20171012		4672		10,136				10,151		470,733,394

		2017/10/13		17/10/13		20171013		4672		10,132				10,147		570,446,731

		2017/10/16		17/10/16		20171016		4672		10,132				10,147		570,437,872

		2017/10/17		17/10/17		20171017		4672		10,130				10,145		570,479,312

		2017/10/18		17/10/18		20171018		4672		10,127				10,142		570,308,925

		2017/10/19		17/10/19		20171019		4672		10,129				10,144		570,390,930

		2017/10/20		17/10/20		20171020		4672		10,123				10,138		570,052,115

		2017/10/23		17/10/23		20171023		4672		10,123				10,138		600,015,872

		2017/10/24		17/10/24		20171024		4672		10,128				10,143		600,336,032

		2017/10/25		17/10/25		20171025		4672		10,130				10,145		580,193,616

		2017/10/26		17/10/26		20171026		4672		10,128				10,143		580,049,116

		2017/10/27		17/10/27		20171027		4672		10,127				10,142		580,019,314

		2017/10/30		17/10/30		20171030		4672		10,131				10,146		580,236,197

		2017/10/31		17/10/31		20171031		4672		10,130				10,145		580,377,651

		2017/11/1		17/11/1		20171101		4672		10,136				10,151		590,715,810

		2017/11/2		17/11/2		20171102		4672		10,142				10,157		591,069,835

		2017/11/6		17/11/6		20171106		4672		10,168				10,183		592,592,955

		2017/11/7		17/11/7		20171107		4672		10,173				10,188		592,879,394

		2017/11/8		17/11/8		20171108		4672		10,179				10,194		593,253,735

		2017/11/9		17/11/9		20171109		4672		10,163				10,178		592,296,804

		2017/11/10		17/11/10		20171110		4672		10,158				10,173		592,032,035

		2017/11/13		17/11/13		20171113		4672		10,146				10,161		586,409,819

		2017/11/14		17/11/14		20171114		4672		10,141				10,156		586,149,497

		2017/11/15		17/11/15		20171115		4672		10,152				10,167		586,776,829

		2017/11/16		17/11/16		20171116		4672		10,147				10,162		586,489,542

		2017/11/17		17/11/17		20171117		4672		10,155				10,170		686,977,896

		2017/11/20		17/11/20		20171120		4672		10,160				10,175		687,335,887

		2017/11/21		17/11/21		20171121		4672		10,162				10,177		687,439,361

		2017/11/22		17/11/22		20171122		4672		10,168				10,183		687,838,483

		2017/11/24		17/11/24		20171124		4672		10,164				10,179		687,564,140

		2017/11/27		17/11/27		20171127		4672		10,154				10,169		686,881,091

		2017/11/28		17/11/28		20171128		4672		10,149				10,164		686,671,613

		2017/11/29		17/11/29		20171129		4672		10,168				10,183		687,978,854

		2017/11/30		17/11/30		20171130		4672		10,166				10,181		687,839,191

		2017/12/1		17/12/1		20171201		4672		10,165				10,180		687,736,667

		2017/12/4		17/12/4		20171204		4672		10,156				10,171		687,131,000

		2017/12/5		17/12/5		20171205		4672		10,149				10,164		686,691,120

		2017/12/6		17/12/6		20171206		4672		10,156				10,171		687,124,289

		2017/12/7		17/12/7		20171207		4672		10,157				10,172		687,188,782

		2017/12/8		17/12/8		20171208		4672		10,167				10,182		687,855,143

		2017/12/11		17/12/11		20171211		4672		10,167				10,182		687,877,860

		2017/12/12		17/12/12		20171212		4672		10,173				10,188		688,311,645

		2017/12/13		17/12/13		20171213		4672		10,170				10,185		587,851,505

		2017/12/14		17/12/14		20171214		4672		10,171				10,186		587,933,427

		2017/12/15		17/12/15		20171215		4672		10,177				10,192		588,274,264

		2017/12/18		17/12/18		20171218		4672		10,181				10,196		588,525,034

		2017/12/19		17/12/19		20171219		4672		10,186				10,201		588,778,605

		2017/12/20		17/12/20		20171220		4672		10,171				10,186		577,718,964

		2017/12/21		17/12/21		20171221		4672		10,165				10,180		587,383,191

		2017/12/22		17/12/22		20171222		4672		10,177				10,192		588,096,585

		2017/12/25		17/12/25		20171225		4672		10,186				10,201		588,631,745

		2017/12/26		17/12/26		20171226		4672		10,183				10,198		588,524,167

		2017/12/27		17/12/27		20171227		4672		10,175				10,190		588,090,123

		2017/12/28		17/12/28		20171228		4672		10,174				10,189		588,002,835

		2017/12/29		17/12/29		20171229		4672		10,180				10,195		588,442,952

		2018/1/4		18/1/4		20180104		4672		10,174				10,189		588,109,408

		2018/1/5		18/1/5		20180105		4672		10,168				10,183		587,822,028

		2018/1/9		18/1/9		20180109		4672		10,156				10,171		587,122,356

		2018/1/10		18/1/10		20180110		4672		10,137				10,152		586,128,704

		2018/1/11		18/1/11		20180111		4672		10,150				10,165		589,871,530

		2018/1/12		18/1/12		20180112		4672		10,155				10,170		590,155,845

		2018/1/15		18/1/15		20180115		4672		10,150				10,165		594,859,307

		2018/1/16		18/1/16		20180116		4672		10,145				10,160		594,567,030

		2018/1/17		18/1/17		20180117		4672		10,143				10,158		594,475,484

		2018/1/18		18/1/18		20180118		4672		10,139				10,154		594,241,781

		2018/1/19		18/1/19		20180119		4672		10,150				10,165		594,876,889

		2018/1/22		18/1/22		20180122		4672		10,151				10,166		594,897,136

		2018/1/23		18/1/23		20180123		4672		10,157				10,172		595,371,590

		2018/1/24		18/1/24		20180124		4672		10,150				10,165		594,990,375

		2018/1/25		18/1/25		20180125		4672		10,146				10,161		594,753,704

		2018/1/26		18/1/26		20180126		4672		10,154				10,169		595,209,094

		2018/1/29		18/1/29		20180129		4672		10,152				10,167		595,052,402

		2018/1/30		18/1/30		20180130		4672		10,132				10,147		594,116,174

		2018/1/31		18/1/31		20180131		4672		10,145				10,160		594,869,504

		2018/2/1		18/2/1		20180201		4672		10,133				10,148		594,198,271

		2018/2/2		18/2/2		20180202		4672		10,144				10,159		594,844,186

		2018/2/5		18/2/5		20180205		4672		10,146				10,161		594,952,381

		2018/2/6		18/2/6		20180206		4672		10,153				10,168		595,457,517

		2018/2/7		18/2/7		20180207		4672		10,153				10,168		595,483,951

		2018/2/8		18/2/8		20180208		4672		10,142				10,157		584,792,111

		2018/2/9		18/2/9		20180209		4672		10,153				10,168		585,445,563

		2018/2/13		18/2/13		20180213		4672		10,164				10,179		586,089,293

		2018/2/14		18/2/14		20180214		4672		10,177				10,192		486,615,780

		2018/2/15		18/2/15		20180215		4672		10,179				10,194		486,709,630

		2018/2/16		18/2/16		20180216		4672		10,180				10,195		486,756,290

		2018/2/19		18/2/19		20180219		4672		10,180				10,195		466,388,183

		2018/2/20		18/2/20		20180220		4672		10,174				10,189		466,136,621

		2018/2/21		18/2/21		20180221		4672		10,182				10,197		466,473,556

		2018/2/22		18/2/22		20180222		4672		10,193				10,208		466,994,722

		2018/2/23		18/2/23		20180223		4672		10,199				10,214		467,264,548

		2018/2/26		18/2/26		20180226		4672		10,196				10,211		467,123,082

		2018/2/27		18/2/27		20180227		4672		10,202				10,217		467,392,908

		2018/2/28		18/2/28		20180228		4672		10,206				10,221		467,570,341

		2018/3/1		18/3/1		20180301		4672		10,206				10,221		467,713,578

		2018/3/2		18/3/2		20180302		4672		10,189				10,204		466,923,699

		2018/3/5		18/3/5		20180305		4672		10,219				10,234		468,300,921

		2018/3/6		18/3/6		20180306		4672		10,212				10,227		468,004,138

		2018/3/7		18/3/7		20180307		4672		10,218				10,233		468,250,880

		2018/3/8		18/3/8		20180308		4672		10,212				10,227		467,999,841

		2018/3/9		18/3/9		20180309		4672		10,213				10,228		468,043,616

		2018/3/12		18/3/12		20180312		4672		10,203		15		10,233		467,573,821

		2018/3/13		18/3/13		20180313		4672		10,198				10,228		467,428,568

		2018/3/14		18/3/14		20180314		4672		10,203				10,233		467,628,559

		2018/3/15		18/3/15		20180315		4672		10,209				10,239		467,920,965

		2018/3/16		18/3/16		20180316		4672		10,216				10,246		468,237,471

		2018/3/19		18/3/19		20180319		4672		10,220				10,250		488,455,100

		2018/3/20		18/3/20		20180320		4672		10,221				10,251		488,476,678

		2018/3/22		18/3/22		20180322		4672		10,224				10,254		488,636,998

		2018/3/23		18/3/23		20180323		4672		10,237				10,267		489,267,153

		2018/3/26		18/3/26		20180326		4672		10,240				10,270		489,404,198

		2018/3/27		18/3/27		20180327		4672		10,233				10,263		489,046,122

		2018/3/28		18/3/28		20180328		4672		10,235				10,265		489,160,754

		2018/3/29		18/3/29		20180329		4672		10,230				10,260		489,022,682

		2018/3/30		18/3/30		20180330		4672		10,224				10,254		488,712,796

		2018/4/2		18/4/2		20180402		4672		10,224				10,254		488,728,636

		2018/4/3		18/4/3		20180403		4672		10,248				10,278		489,888,955

		2018/4/4		18/4/4		20180404		4672		10,250				10,280		589,947,905

		2018/4/5		18/4/5		20180405		4672		10,236				10,266		589,184,751

		2018/4/6		18/4/6		20180406		4672		10,229				10,259		588,753,748

		2018/4/9		18/4/9		20180409		4672		10,235				10,265		589,112,390

		2018/4/10		18/4/10		20180410		4672		10,242				10,272		589,479,092

		2018/4/11		18/4/11		20180411		4672		10,251				10,281		590,040,965

		2018/4/12		18/4/12		20180412		4672		10,248				10,278		589,867,110

		2018/4/13		18/4/13		20180413		4672		10,250				10,280		589,975,717

		2018/4/16		18/4/16		20180416		4672		10,244				10,274		593,575,321

		2018/4/17		18/4/17		20180417		4672		10,244				10,274		593,602,553

		2018/4/18		18/4/18		20180418		4672		10,250				10,280		588,967,351

		2018/4/19		18/4/19		20180419		4672		10,243				10,273		588,566,163

		2018/4/20		18/4/20		20180420		4672		10,213				10,243		586,892,057

		2018/4/23		18/4/23		20180423		4672		10,214				10,244		586,940,093

		2018/4/24		18/4/24		20180424		4672		10,216				10,246		587,053,284

		2018/4/25		18/4/25		20180425		4672		10,210				10,240		586,681,163

		2018/4/26		18/4/26		20180426		4672		10,205				10,235		586,425,274

		2018/4/27		18/4/27		20180427		4672		10,216				10,246		587,020,084

		2018/5/1		18/5/1		20180501		4672		10,240				10,270		588,397,105

		2018/5/2		18/5/2		20180502		4672		10,234				10,264		588,112,986

		2018/5/7		18/5/7		20180507		4672		10,235				10,265		588,154,904

		2018/5/8		18/5/8		20180508		4672		10,224				10,254		587,560,010

		2018/5/9		18/5/9		20180509		4672		10,228				10,258		587,780,760

		2018/5/10		18/5/10		20180510		4672		10,228				10,258		587,777,717

		2018/5/11		18/5/11		20180511		4672		10,229				10,259		587,832,789

		2018/5/14		18/5/14		20180514		4672		10,224				10,254		587,511,732

		2018/5/15		18/5/15		20180515		4672		10,217				10,247		587,110,553

		2018/5/16		18/5/16		20180516		4672		10,212				10,242		586,855,659

		2018/5/17		18/5/17		20180517		4672		10,207				10,237		586,541,656

		2018/5/18		18/5/18		20180518		4672		10,208				10,238		586,596,733

		2018/5/21		18/5/21		20180521		4672		10,213				10,243		586,897,624

		2018/5/22		18/5/22		20180522		4672		10,219				10,249		587,263,663

		2018/5/23		18/5/23		20180523		4672		10,233				10,263		488,248,409

		2018/5/24		18/5/24		20180524		4672		10,232				10,262		488,197,701

		2018/5/25		18/5/25		20180525		4672		10,239				10,269		488,525,932

		2018/5/28		18/5/28		20180528		4672		10,242				10,272		488,659,270

		2018/5/29		18/5/29		20180529		4672		10,249				10,279		491,131,540

		2018/5/30		18/5/30		20180530		4672		10,260				10,290		491,647,793

		2018/5/31		18/5/31		20180531		4672		10,250				10,280		491,150,670

		2018/6/1		18/6/1		20180601		4672		10,242				10,272		490,811,741

		2018/6/4		18/6/4		20180604		4672		10,232				10,262		490,342,975

		2018/6/5		18/6/5		20180605		4672		10,237				10,267		490,552,419

		2018/6/6		18/6/6		20180606		4672		10,232				10,262		492,602,346

		2018/6/7		18/6/7		20180607		4672		10,236				10,266		492,836,047

		2018/6/8		18/6/8		20180608		4672		10,242				10,272		493,118,422

		2018/6/11		18/6/11		20180611		4672		10,237				10,267		452,880,641

		2018/6/12		18/6/12		20180612		4672		10,231				10,261		452,616,424

		2018/6/13		18/6/13		20180613		4672		10,232				10,262		452,636,331

		2018/6/14		18/6/14		20180614		4672		10,244				10,274		456,163,647

		2018/6/15		18/6/15		20180615		4672		10,255				10,285		456,643,397

		2018/6/18		18/6/18		20180618		4672		10,255				10,285		456,659,081

		2018/6/19		18/6/19		20180619		4672		10,261				10,291		456,920,271

		2018/6/20		18/6/20		20180620		4672		10,254				10,284		456,609,349

		2018/6/21		18/6/21		20180621		4672		10,255				10,285		456,651,269

		2018/6/22		18/6/22		20180622		4672		10,261				10,291		456,934,957

		2018/6/25		18/6/25		20180625		4672		10,257				10,287		456,731,799

		2018/6/26		18/6/26		20180626		4672		10,250				10,280		456,443,378

		2018/6/27		18/6/27		20180627		4672		10,250				10,280		456,441,014

		2018/6/28		18/6/28		20180628		4672		10,261				10,291		456,920,048

		2018/6/29		18/6/29		20180629		4672		10,261				10,291		457,039,644

		2018/7/2		18/7/2		20180702		4672		10,267				10,297		467,296,119

		2018/7/3		18/7/3		20180703		4672		10,267				10,297		467,299,758

		2018/7/4		18/7/4		20180704		4672		10,272				10,302		467,567,515

		2018/7/5		18/7/5		20180705		4672		10,282				10,312		468,011,263

		2018/7/6		18/7/6		20180706		4672		10,283				10,313		468,054,905

		2018/7/9		18/7/9		20180709		4672		10,288				10,318		468,269,909

		2018/7/10		18/7/10		20180710		4672		10,282				10,312		467,998,332

		2018/7/11		18/7/11		20180711		4672		10,277				10,307		467,772,821

		2018/7/12		18/7/12		20180712		4672		10,282				10,312		417,883,455

		2018/7/13		18/7/13		20180713		4672		10,282				10,312		417,881,290

		2018/7/17		18/7/17		20180717		4672		10,284				10,314		417,971,763

		2018/7/18		18/7/18		20180718		4672		10,278				10,308		417,730,385

		2018/7/19		18/7/19		20180719		4672		10,285				10,315		419,003,477

		2018/7/20		18/7/20		20180720		4672		10,290				10,320		419,200,734

		2018/7/23		18/7/23		20180723		4672		10,204				10,234		415,710,419

		2018/7/24		18/7/24		20180724		4672		10,179				10,209		414,672,966

		2018/7/25		18/7/25		20180725		4672		10,206				10,236		415,813,263

		2018/7/26		18/7/26		20180726		4672		10,183				10,213		414,847,444

		2018/7/27		18/7/27		20180727		4672		10,175				10,205		414,545,763

		2018/7/30		18/7/30		20180730		4672		10,152				10,182		413,578,783

		2018/7/31		18/7/31		20180731		4672		10,228				10,258		416,679,886

		2018/8/1		18/8/1		20180801		4672		10,150				10,180		413,534,559

		2018/8/2		18/8/2		20180802		4672		10,139				10,169		413,108,517

		2018/8/3		18/8/3		20180803		4672		10,137				10,167		413,010,172

		2018/8/6		18/8/6		20180806		4672		10,144				10,174		413,304,331

		2018/8/7		18/8/7		20180807		4672		10,145				10,175		413,342,703

		2018/8/8		18/8/8		20180808		4672		10,134				10,164		412,900,388

		2018/8/9		18/8/9		20180809		4672		10,137				10,167		413,035,749

		2018/8/10		18/8/10		20180810		4672		10,151				10,181		413,577,018

		2018/8/13		18/8/13		20180813		4672		10,163				10,193		414,072,706

		2018/8/14		18/8/14		20180814		4672		10,152				10,182		413,630,389

		2018/8/15		18/8/15		20180815		4672		10,154				10,184		413,730,700

		2018/8/16		18/8/16		20180816		4672		10,148				10,178		413,468,173

		2018/8/17		18/8/17		20180817		4672		10,150				10,180		413,548,619

		2018/8/20		18/8/20		20180820		4672		10,151				10,181		413,582,703

		2018/8/21		18/8/21		20180821		4672		10,165				10,195		414,179,661

		2018/8/22		18/8/22		20180822		4672		10,157				10,187		413,819,148

		2018/8/23		18/8/23		20180823		4672		10,156				10,186		413,817,004

		2018/8/24		18/8/24		20180824		4672		10,158				10,188		413,894,324

		2018/8/27		18/8/27		20180827		4672		10,166				10,196		414,207,311

		2018/8/28		18/8/28		20180828		4672		10,161				10,191		414,005,725

		2018/8/29		18/8/29		20180829		4672		10,160				10,190		414,061,749

		2018/8/30		18/8/30		20180830		4672		10,144				10,174		413,398,455

		2018/8/31		18/8/31		20180831		4672		10,150				10,180		413,637,084

		2018/9/3		18/9/3		20180903		4672		10,143				10,173		413,367,708

		2018/9/4		18/9/4		20180904		4672		10,143				10,173		413,397,239

		2018/9/5		18/9/5		20180905		4672		10,151				10,181		413,715,373

		2018/9/6		18/9/6		20180906		4672		10,157				10,187		413,953,894

		2018/9/7		18/9/7		20180907		4672		10,157				10,187		413,971,621

		2018/9/10		18/9/10		20180910		4672		10,141		10		10,181		403,269,424

		2018/9/11		18/9/11		20180911		4672		10,147				10,187		403,549,916

		2018/9/12		18/9/12		20180912		4672		10,147				10,187		403,567,795

		2018/9/13		18/9/13		20180913		4672		10,148				10,188		403,585,232

		2018/9/14		18/9/14		20180914		4672		10,148				10,188		403,583,142

		2018/9/18		18/9/18		20180918		4672		10,142				10,182		403,358,665

		2018/9/19		18/9/19		20180919		4672		10,136				10,176		402,819,393

		2018/9/20		18/9/20		20180920		4672		10,133				10,173		402,719,301

		2018/9/21		18/9/21		20180921		4672		10,114				10,154		401,936,219

		2018/9/25		18/9/25		20180925		4672		10,103				10,143		401,515,923

		2018/9/26		18/9/26		20180926		4672		10,110				10,150		401,789,652

		2018/9/27		18/9/27		20180927		4672		10,126				10,166		402,414,632

		2018/9/28		18/9/28		20180928		4672		10,111				10,151		401,824,950

		2018/10/1		18/10/1		20181001		4672		10,106				10,146		401,722,160

		2018/10/2		18/10/2		20181002		4672		10,110				10,150		401,926,097

		2018/10/3		18/10/3		20181003		4672		10,111				10,151		401,963,489

		2018/10/4		18/10/4		20181004		4672		10,070				10,110		400,335,552

		2018/10/5		18/10/5		20181005		4672		10,086				10,126		400,961,228

		2018/10/9		18/10/9		20181009		4672		10,076				10,116		400,580,689

		2018/10/10		18/10/10		20181010		4672		10,082				10,122		400,794,231

		2018/10/11		18/10/11		20181011		4672		10,100				10,140		401,517,525

		2018/10/12		18/10/12		20181012		4672		10,090				10,130		401,143,637

		2018/10/15		18/10/15		20181015		4672		10,094				10,134		401,294,874

		2018/10/16		18/10/16		20181016		4672		10,091				10,131		401,155,848

		2018/10/17		18/10/17		20181017		4672		10,096				10,136		401,369,812

		2018/10/18		18/10/18		20181018		4672		10,086				10,126		400,975,550

		2018/10/19		18/10/19		20181019		4672		10,088				10,128		401,053,271

		2018/10/22		18/10/22		20181022		4672		10,081				10,121		400,753,327

		2018/10/23		18/10/23		20181023		4672		10,090				10,130		401,143,010

		2018/10/24		18/10/24		20181024		4672		10,112				10,152		401,984,299

		2018/10/25		18/10/25		20181025		4672		10,140				10,180		398,167,661

		2018/10/26		18/10/26		20181026		4672		10,145				10,185		398,398,629

		2018/10/29		18/10/29		20181029		4672		10,150				10,190		398,586,193

		2018/10/30		18/10/30		20181030		4672		10,138				10,178		298,167,286

		2018/10/31		18/10/31		20181031		4672		10,127				10,167		297,845,795

		2018/11/1		18/11/1		20181101		4672		10,127				10,167		297,560,442

		2018/11/2		18/11/2		20181102		4672		10,121				10,161		297,395,471

		2018/11/5		18/11/5		20181105		4672		10,116				10,156		297,245,685

		2018/11/6		18/11/6		20181106		4672		10,116				10,156		292,186,943

		2018/11/7		18/11/7		20181107		4672		10,116				10,156		272,186,331

		2018/11/8		18/11/8		20181108		4672		10,117				10,157		272,198,375

		2018/11/9		18/11/9		20181109		4672		10,122				10,162		272,329,726

		2018/11/12		18/11/12		20181112		4672		10,128				10,168		272,498,622

		2018/11/13		18/11/13		20181113		4672		10,138				10,178		272,762,934

		2018/11/14		18/11/14		20181114		4672		10,147				10,187		273,027,243

		2018/11/15		18/11/15		20181115		4672		10,150				10,190		273,105,566

		2018/11/16		18/11/16		20181116		4672		10,152				10,192		273,145,511

		2018/11/19		18/11/19		20181119		4672		10,173				10,213		273,726,338

		2018/11/20		18/11/20		20181120		4672		10,161				10,201		273,405,380

		2018/11/21		18/11/21		20181121		4672		10,171				10,211		273,669,687

		2018/11/22		18/11/22		20181122		4672		10,171				10,211		273,668,270

		2018/11/26		18/11/26		20181126		4672		10,182				10,222		273,955,040

		2018/11/27		18/11/27		20181127		4672		10,182				10,222		273,953,621

		2018/11/28		18/11/28		20181128		4672		10,173				10,213		273,726,843

		2018/11/29		18/11/29		20181129		4672		10,197				10,237		274,450,319

		2018/11/30		18/11/30		20181130		4672		10,196				10,236		274,421,975

		2018/12/3		18/12/3		20181203		4672		10,199				10,239		274,524,378

		2018/12/4		18/12/4		20181204		4672		10,224				10,264		275,205,285

		2018/12/5		18/12/5		20181205		4672		10,213				10,253		274,924,854

		2018/12/6		18/12/6		20181206		4672		10,222				10,262		275,163,911

		2018/12/7		18/12/7		20181207		4672		10,207				10,247		274,750,502

		2018/12/10		18/12/10		20181210		4672		10,229				10,269		275,358,309

		2018/12/11		18/12/11		20181211		4672		10,228				10,268		275,329,748

		2018/12/12		18/12/12		20181212		4672		10,222				10,262		275,155,162

		2018/12/13		18/12/13		20181213		4672		10,217				10,257		275,020,966

		2018/12/14		18/12/14		20181214		4672		10,235				10,275		275,525,563

		2018/12/17		18/12/17		20181217		4672		10,242				10,282		275,694,447

		2018/12/18		18/12/18		20181218		4672		10,253				10,293		276,099,411

		2018/12/19		18/12/19		20181219		4672		10,244				10,284		275,858,293

		2018/12/20		18/12/20		20181220		4672		10,267				10,307		266,363,294

		2018/12/21		18/12/21		20181221		4672		10,242				10,282		265,735,637

		2018/12/25		18/12/25		20181225		4672		10,267				10,307		266,376,561

		2018/12/26		18/12/26		20181226		4672		10,261				10,301		266,208,649

		2018/12/27		18/12/27		20181227		4672		10,255				10,295		266,066,842

		2018/12/28		18/12/28		20181228		4672		10,285				10,325		266,832,518

		2019/1/4		19/1/4		20190104		4672		10,340				10,381		268,367,500

		2019/1/7		19/1/7		20190107		4672		10,310				10,351		267,627,080

		2019/1/8		19/1/8		20190108		4672		10,296				10,336		267,266,418

		2019/1/9		19/1/9		20190109		4672		10,276				10,316		266,728,283

		2019/1/10		19/1/10		20190110		4672		10,292				10,332		267,147,888

		2019/1/11		19/1/11		20190111		4672		10,308				10,349		267,567,491

		2019/1/15		19/1/15		20190115		4672		10,310				10,351		267,625,464

		2019/1/16		19/1/16		20190116		4672		10,317				10,358		267,817,413

		2019/1/17		19/1/17		20190117		4672		10,318				10,359		264,788,883

		2019/1/18		19/1/18		20190118		4672		10,312				10,353		264,623,731

		2019/1/21		19/1/21		20190121		4672		10,318				10,359		264,783,398

		2019/1/22		19/1/22		20190122		4672		10,324				10,365		264,933,809

		2019/1/23		19/1/23		20190123		4672		10,328				10,369		265,044,756

		2019/1/24		19/1/24		20190124		4672		10,332				10,373		265,129,201

		2019/1/25		19/1/25		20190125		4672		10,344				10,385		265,443,423

		2019/1/28		19/1/28		20190128		4672		10,345				10,386		265,464,770

		2019/1/29		19/1/29		20190129		4672		10,344				10,385		265,536,873

		2019/1/30		19/1/30		20190130		4672		10,341				10,382		265,460,097

		2019/1/31		19/1/31		20190131		4672		10,351				10,392		265,734,846

		2019/2/1		19/2/1		20190201		4672		10,391				10,432		266,781,490

		2019/2/4		19/2/4		20190204		4672		10,381				10,422		266,534,603

		2019/2/5		19/2/5		20190205		4672		10,383				10,424		266,591,495

		2019/2/6		19/2/6		20190206		4672		10,384				10,425		256,365,494

		2019/2/7		19/2/7		20190207		4672		10,367				10,408		255,942,308

		2019/2/8		19/2/8		20190208		4672		10,395				10,436		256,630,596

		2019/2/12		19/2/12		20190212		4672		10,374				10,415		256,117,342

		2019/2/13		19/2/13		20190213		4672		10,364				10,405		255,863,880

		2019/2/14		19/2/14		20190214		4672		10,370				10,411		247,925,177

		2019/2/15		19/2/15		20190215		4672		10,390				10,431		248,402,920

		2019/2/18		19/2/18		20190218		4672		10,390				10,431		248,424,346

		2019/2/19		19/2/19		20190219		4672		10,397				10,438		248,575,380

		2019/2/20		19/2/20		20190220		4672		10,402				10,443		248,703,677

		2019/2/21		19/2/21		20190221		4672		10,408				10,449		248,842,566

		2019/2/22		19/2/22		20190222		4672		10,408				10,449		248,841,278

		2019/2/25		19/2/25		20190225		4672		10,399				10,440		248,638,738

		2019/2/26		19/2/26		20190226		4672		10,383				10,424		248,252,242

		2019/2/27		19/2/27		20190227		4672		10,382				10,423		248,214,526

		2019/2/28		19/2/28		20190228		4672		10,381				10,422		248,201,097

		2019/3/1		19/3/1		20190301		4672		10,369				10,410		247,906,760

		2019/3/4		19/3/4		20190304		4672		10,351				10,392		247,523,306

		2019/3/5		19/3/5		20190305		4672		10,346				10,387		247,340,570

		2019/3/6		19/3/6		20190306		4672		10,358				10,399		247,620,176

		2019/3/7		19/3/7		20190307		4672		10,373				10,414		247,979,767

		2019/3/8		19/3/8		20190308		4672		10,407				10,448		248,796,711

		2019/3/11		19/3/11		20190311		4672		10,402		5		10,448		248,684,905

		2019/3/12		19/3/12		20190312		4672		10,393				10,439		248,488,777

		2019/3/13		19/3/13		20190313		4672		10,410				10,456		256,919,455

		2019/3/14		19/3/14		20190314		4672		10,410				10,456		256,918,126

		2019/3/15		19/3/15		20190315		4672		10,404				10,450		254,715,582

		2019/3/18		19/3/18		20190318		4672		10,404				10,450		253,671,265

		2019/3/19		19/3/19		20190319		4672		10,417				10,463		253,977,425

		2019/3/20		19/3/20		20190320		4672		10,409				10,455		253,787,409

		2019/3/22		19/3/22		20190322		4672		10,455				10,501		244,763,887

		2019/3/25		19/3/25		20190325		4672		10,474				10,520		245,206,546

		2019/3/26		19/3/26		20190326		4672		10,444				10,490		240,410,211

		2019/3/27		19/3/27		20190327		4672		10,444				10,490		240,420,732

		2019/3/28		19/3/28		20190328		4672		10,486				10,532		241,384,426

		2019/3/29		19/3/29		20190329		4672		10,480				10,526		240,208,303

		2019/4/1		19/4/1		20190401		4672		10,461				10,507		239,767,749

		2019/4/2		19/4/2		20190402		4672		10,447				10,493		239,469,796

		2019/4/3		19/4/3		20190403		4672		10,447				10,493		239,468,560

		2019/4/4		19/4/4		20190404		4672		10,439				10,485		239,298,485

		2019/4/5		19/4/5		20190405		4672		10,426				10,472		239,005,753

		2019/4/8		19/4/8		20190408		4672		10,450				10,496		239,549,194

		2019/4/9		19/4/9		20190409		4672		10,446				10,492		239,448,739

		2019/4/10		19/4/10		20190410		4672		10,458				10,504		239,727,281

		2019/4/11		19/4/11		20190411		4672		10,463				10,509		239,832,258

		2019/4/12		19/4/12		20190412		4672		10,451				10,497		239,575,379

		2019/4/15		19/4/15		20190415		4672		10,427				10,473		239,023,849

		2019/4/16		19/4/16		20190416		4672		10,430				10,476		239,086,981

		2019/4/17		19/4/17		20190417		4672		10,407				10,453		238,561,363

		2019/4/18		19/4/18		20190418		4672		10,426				10,472		239,009,014

		2019/4/19		19/4/19		20190419		4672		10,418				10,464		238,830,690

		2019/4/22		19/4/22		20190422		4672		10,420				10,466		238,862,444

		2019/4/23		19/4/23		20190423		4672		10,429				10,475		239,082,399

		2019/4/24		19/4/24		20190424		4672		10,438				10,484		239,282,382

		2019/4/25		19/4/25		20190425		4672		10,423				10,469		238,937,299

		2019/4/26		19/4/26		20190426		4672		10,440				10,486		239,346,460

		2019/5/7		19/5/7		20190507		4672		10,453				10,499		239,622,974

		2019/5/8		19/5/8		20190508		4672		10,457				10,503		237,101,704

		2019/5/9		19/5/9		20190509		4672		10,451				10,497		236,968,183

		2019/5/10		19/5/10		20190510		4672		10,446				10,492		236,857,820

		2019/5/13		19/5/13		20190513		4672		10,441				10,487		236,732,769

		2019/5/14		19/5/14		20190514		4672		10,451				10,497		237,072,448

		2019/5/15		19/5/15		20190515		4672		10,451				10,497		237,071,224

		2019/5/16		19/5/16		20190516		4672		10,469				10,515		237,468,795

		2019/5/17		19/5/17		20190517		4672		10,462				10,508		237,312,032

		2019/5/20		19/5/20		20190520		4672		10,445				10,491		236,933,058

		2019/5/21		19/5/21		20190521		4672		10,450				10,496		237,042,712

		2019/5/22		19/5/22		20190522		4672		10,466				10,512		237,404,554

		2019/5/23		19/5/23		20190523		4672		10,477				10,523		237,656,513

		2019/5/24		19/5/24		20190524		4672		10,485				10,531		237,845,557

		2019/5/27		19/5/27		20190527		4672		10,484				10,530		237,818,718

		2019/5/28		19/5/28		20190528		4672		10,496				10,542		238,080,251

		2019/5/29		19/5/29		20190529		4672		10,520				10,566		238,632,294

		2019/5/30		19/5/30		20190530		4672		10,507				10,553		238,331,599

		2019/5/31		19/5/31		20190531		4672		10,531				10,577		238,895,218

		2019/6/3		19/6/3		20190603		4672		10,521				10,567		238,669,182

		2019/6/4		19/6/4		20190604		4672		10,539				10,586		239,086,632

		2019/6/5		19/6/5		20190605		4672		10,568				10,615		239,751,196

		2019/6/6		19/6/6		20190606		4672		10,566				10,613		239,703,638

		2019/6/7		19/6/7		20190607		4672		10,564				10,611		224,014,038

		2019/6/10		19/6/10		20190610		4672		10,586				10,633		224,491,606

		2019/6/11		19/6/11		20190611		4672		10,573				10,620		224,211,399

		2019/6/12		19/6/12		20190612		4672		10,573				10,620		224,221,142

		2019/6/13		19/6/13		20190613		4672		10,564				10,611		224,028,132

		2019/6/14		19/6/14		20190614		4672		10,582				10,629		224,407,400

		2019/6/17		19/6/17		20190617		4672		10,586				10,633		224,483,503

		2019/6/18		19/6/18		20190618		4672		10,587				10,634		224,505,139

		2019/6/19		19/6/19		20190619		4672		10,605				10,652		224,483,861

		2019/6/20		19/6/20		20190620		4672		10,647				10,694		235,414,921

		2019/6/21		19/6/21		20190621		4672		10,632				10,679		235,091,293

		2019/6/24		19/6/24		20190624		4672		10,607				10,654		234,540,782

		2019/6/25		19/6/25		20190625		4672		10,609				10,656		234,673,753

		2019/6/26		19/6/26		20190626		4672		10,585				10,632		234,148,123

		2019/6/27		19/6/27		20190627		4672		10,576				10,623		233,954,530

		2019/6/28		19/6/28		20190628		4672		10,603				10,650		234,560,421

		2019/7/1		19/7/1		20190701		4672		10,585				10,632		234,148,385

		2019/7/2		19/7/2		20190702		4672		10,581				10,628		234,131,387

		2019/7/3		19/7/3		20190703		4672		10,608				10,655		234,713,495

		2019/7/4		19/7/4		20190704		4672		10,625				10,672		233,903,253

		2019/7/5		19/7/5		20190705		4672		10,632				10,679		234,047,932

		2019/7/8		19/7/8		20190708		4672		10,626				10,673		233,911,451

		2019/7/9		19/7/9		20190709		4672		10,629				10,676		233,991,496

		2019/7/10		19/7/10		20190710		4672		10,587				10,634		233,058,361

		2019/7/11		19/7/11		20190711		4672		10,601				10,648		233,368,975

		2019/7/12		19/7/12		20190712		4672		10,570				10,617		232,684,712

		2019/7/16		19/7/16		20190716		4672		10,577				10,624		232,840,624

		2019/7/17		19/7/17		20190717		4672		10,589				10,636		233,095,478

		2019/7/18		19/7/18		20190718		4672		10,602				10,649		233,383,389

		2019/7/19		19/7/19		20190719		4672		10,599				10,646		233,319,288

		2019/7/22		19/7/22		20190722		4672		10,600				10,647		233,349,855

		2019/7/23		19/7/23		20190723		4672		10,612				10,659		233,615,062

		2019/7/24		19/7/24		20190724		4672		10,617				10,664		233,718,682

		2019/7/25		19/7/25		20190725		4672		10,624				10,671		233,867,708

		2019/7/26		19/7/26		20190726		4672		10,624				10,671		233,866,500

		2019/7/29		19/7/29		20190729		4672		10,618				10,665		233,735,347

		2019/7/30		19/7/30		20190730		4672		10,624				10,671		233,873,021

		2019/7/31		19/7/31		20190731		4672		10,634				10,681		234,104,170

		2019/8/1		19/8/1		20190801		4672		10,608				10,655		233,513,379

		2019/8/2		19/8/2		20190802		4672		10,657				10,704		234,610,522

		2019/8/5		19/8/5		20190805		4672		10,696				10,743		235,511,145

		2019/8/6		19/8/6		20190806		4672		10,676				10,723		235,075,783

		2019/8/7		19/8/7		20190807		4672		10,705				10,752		235,711,370

		2019/8/8		19/8/8		20190808		4672		10,710				10,757		235,836,816

		2019/8/9		19/8/9		20190809		4672		10,744				10,791		234,459,095

		2019/8/13		19/8/13		20190813		4672		10,776				10,824		235,154,918

		2019/8/14		19/8/14		20190814		4672		10,756				10,803		236,219,605

		2019/8/15		19/8/15		20190815		4672		10,787				10,835		236,892,991

		2019/8/16		19/8/16		20190816		4672		10,770				10,818		236,527,084

		2019/8/19		19/8/19		20190819		4672		10,758				10,805		236,278,592

		2019/8/20		19/8/20		20190820		4672		10,762				10,810		236,694,951

		2019/8/21		19/8/21		20190821		4672		10,773				10,821		236,957,585

		2019/8/22		19/8/22		20190822		4672		10,770				10,818		236,887,833

		2019/8/23		19/8/23		20190823		4672		10,760				10,807		236,668,484

		2019/8/26		19/8/26		20190826		4672		10,805				10,853		237,651,646

		2019/8/27		19/8/27		20190827		4672		10,800				10,848		237,546,615

		2019/8/28		19/8/28		20190828		4672		10,797				10,845		237,465,363

		2019/8/29		19/8/29		20190829		4672		10,818				10,866		237,933,641

		2019/8/30		19/8/30		20190830		4672		10,818				10,866		237,935,650
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ファンド概要A1

		ファンド概要

		レポート基準日 キジュンビ		20190830

		当初設定日		2017年3月1日		2017年3月1日

		償還日		2022年3月10日		2022年3月10日

		決算日		3月10日		2

				9月10日

		受託銀行		みずほ信託銀行株式会社

		信託報酬

		信託財産留保額

		形態 ケイタイ

		ファンドコード		4672

		ファンド正式名称 セイシキメイショウ		ダイワ円債セレクト 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

		ファンド愛称 アイショウ

		ファンド概要

		回次コード カイジ		ファンド正式名称 セイシキメイショウ

		9325		住宅金融支援機構債マザーファンド

		9360		超長期国債18-20マザーファンド
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分配金A1

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,200				分配金実績の累計（直近12期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						0

		第2期		2018/03/12		15		30		10,203				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						45

		第3期		2018/09/10		10		40		10,141

		第4期		2019/03/11		5		45		10,402

		分配金 ブンパイキン

		期数		ﾃﾞｰﾀ日付		分配金実績 ジッセキ		分配金累計額 ルイケイガク		基準価額 キジュンカガク

		第1期		2017/09/11		15		15		10,200				分配金実績の累計（直近6期） ブンパイキンジッセキルイケイチョッキンキ						45

		第2期		2018/03/12		15		30		10,203				分配金累計 ブンパイキンルイケイ						45

		第3期		2018/09/10		10		40		10,141

		第4期		2019/03/11		5		45		10,402
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分配金内訳A1

		分配金内訳 ブンパイキンウチワケ

		検索用 ケンサクヨウ		回次ｺｰﾄﾞ		期数 キスウ		決算日		追加型分配金計算書手順番号		配当等収益		有価証券売買等損益		収益調整金＿有価証券売買損益		収益調整金＿その他収益調整金		分配準備積立金＿配当等収益		分配準備積立金＿有価証券売買益		合計 ゴウケイ		分配金_単価総額 ブンパイキンタンカソウガク		基準価額 キジュンカガク

		20170911070		4672		1		20170911		70		20.64		75.99		118.8		6.49		0		0		10215.24		15		10200

		20170911140		4672		1		20170911		140		19.21		70.74		118.8		6.49		0		0		215.24		15		10200

		20170911160		4672		1		20170911		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10200

		20170911210		4672		1		20170911		210		0		0		118.8		6.49		4.21		70.74		10200.24		15		10200

		20180312070		4672		2		20180312		70		29.26		31.9		82.85		49.42		2.02		33.91		10217.76		15		10203

		20180312140		4672		2		20180312		140		23.71		25.85		82.85		49.42		2.02		33.91		217.76		15		10203

		20180312160		4672		2		20180312		160		-15		0		0		0		0		0		-15		15		10203

		20180312210		4672		2		20180312		210		0		0		82.85		49.42		10.73		59.76		10202.76		15		10203

		20180910070		4672		3		20180910		70		26.4		-79.38		93.69		72.84		7.44		41.39		10150.86		10		10141

		20180910140		4672		3		20180910		140		14.87		0		14.32		72.84		7.44		41.39		150.86		10		10141

		20180910160		4672		3		20180910		160		-10		0		0		0		0		0		-10		10		10141

		20180910210		4672		3		20180910		210		0		0		93.69		72.84		12.32		41.39		10140.86		10		10141

		20190311070		4672		4		20190311		70		28.84		249.22		93.71		73.02		12.27		41.27		10407.21		5		10402

		20190311140		4672		4		20190311		140		27.6		159.34		93.71		73.02		12.27		41.27		407.21		5		10402

		20190311160		4672		4		20190311		160		-5		0		0		0		0		0		-5		5		10402

		20190311210		4672		4		20190311		210		0		0		93.71		73.02		34.87		200.61		10402.21		5		10402





分配金内訳B1

								070		140		070		140				140		140				140		140		140

										160				160				160		160				160		160										グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11
15円		第2期
18.3.12
15円		第3期
18.9.10
10円		第4期
19.3.11
5円		0		0		0		0		0		0		0		0

								配当等収益 ハイトウナドシュウエキ		経費控除後
配当等収益① ケイヒコウジョゴハイトウナドシュウエキ		有価証券売買等損益 ユウカショウケンバイバイナドソンエキ		経費控除後・
繰越欠損補填後
売買益② ケイヒコウジョゴクリコシケッソンホテンゴバイバイエキ		分配準備
積立金③ ブンパイジュンビツミタテキン		配当等収益 ハイトウトウシュウエキ		有価証券
売買等利益 ユウカショウケンバイバイトウリエキ		収  益
調整金④ シュウエキチョウセイキン		有価証券売買等
損益相当額 ユウカショウケンバイバイナドソンエキソウトウガク		その他収益
調整金 ソノタシュウエキチョウセイキン		分配対象額
①+②+③+④ ブンパイタイショウガク		分配金 ブンパイキン		分配金支払い後基準価額 ブンパイキンシハラゴキジュンカガク				グラフ読み取り ヨト		第1期
17.9.11		第2期
18.3.12		第3期
18.9.10		第4期
19.3.11		0		0		0		0		0		0		0		0

				1.0		20170911		21		19		76		71		0		0		0		125		119		6		215		15		10,200						42989.0		43171.0		43353.0		43535.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										決算日 ケッサンビ		20170911		20180312		20180910		20190311		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31		99.12.31

				2.0		20180312		29		24		32		26		36		2		34		132		83		49		218		15		10,203				期数 キカズ		1.0		2.0		3.0		4.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-15				0		0		0		0		0		0		0										配当等収益（経費控除後） ハイトウトウシュウエキケイヒコウジョゴ		19		24		15		28		0		0		0		0		0		0		0		0

				3.0		20180910		26		15		△ 79		0		49		7		41		87		14		73		151		10		10,141				分配対象額（分配金支払い後） ブンパイタイショウガクブンパイキンシハラアト		200		203		141		402		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-10				0		0		0		0		0		0		0										分配金 ブンパイキン		15		15		10		5		0		0		0		0		0		0		0		0

				4.0		20190311		29		28		249		159		54		12		41		167		94		73		407		5		10,402

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				-5				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0

				0.0		99.12.31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						分配金内訳 ブンパイキンガクウチワケ				0				0		0		0		0		0		0		0







コメント貼付の際に書式は変更しないでください。


（値貼付でお願いします。）


フォントMSゴシック


フォントサイズ目安青文字12pt／小見出し11pt／本文11pt


行間目安12pt
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機構債について ①

 機構債とは、独立行政法人住宅金融支援機構が発行する住宅ローン担保証券（RMBS）をさします。

 （１）住宅金融支援機構の信用力と（２）住宅ローン債権の信用力（超過担保）により、AAAという高い格付けを有する信用力の高い債券です。
※機構債は旧住宅金融公庫が発行した同種の債券である公庫債を含みます。

日本国債コース 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース超長期国債コース

（１）住宅金融支援機構の信用力
AAA格付けを支える2つの信用力

住宅ローン
債務者投資者 住宅金融支援

機構 元利金
支払

元本
支払

×
住宅ローン債務者が元利金を支払えなくなった場合は、一般に

住宅金融支援機構によって投資者に元本部分が支払われます。

（２）住宅ローン債権の信用力

超過担保

担保となる住宅ローン債権総額機構債の発行額

発行額

超過担保の設定により、さらに信用力が高められています。

※上記は一般的な機構債の仕組みであり、すべての事象等を示したものではなく、将来を保証するものではありません。 （出所）住宅金融支援機構、各種資料

住宅金融支援機構が住宅ローン債権を民間金融機関から買い取り、この資産を担保として機構債を発行します。

機構債の仕組み
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機構債の上乗せ利回り 新発機構債利回り 日本国債（10年）利回り

 機構債は高い信用力を持ちながらも、日本国債（10年）に比べてやや高い利回り水準となっています。

（出所）住宅金融支援機構、ブルームバーグ

※機構債の利回りは、各新発機構債の発行時利回り。日本国債（10年）の利回りは、各機構債条件決定時の新発10年国債利回り。機構債の上乗せ利回りは各機構債の『発行時利回り』と
『条件決定時の新発10年国債利回り』との差を示しています。

※各資産はそれぞれ異なるリスク特性を持つものであり、利回りの比較はあくまでご参考です。
※税金等諸費用は考慮しておりません。

日本国債コース 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース超長期国債コース

機構債について ②

機構債と日本国債の利回り比較

（第1回機構債条件決定日2007年4月26日～第147回機構債条件決定日2019年7月19日）（％）

（回号）

-0.14

0.21

期限前償還があることなどから、機構債は
日本国債（10年）に比べて利回りが高い
と考えられます。
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相対的に安定した値動き

 日本国債および機構債は為替リスクがありません。また国内社債等と比較しても、信用力が高い分相対的にリスクの小さい資産と言われています。
長期的にみても、他資産に比べ安定した値動きをしていることが分かります。

※上記のグラフは、大和投資信託が各資産インデックスより試算したものであり、当ファンドのパフォーマンスとは異なります。また当ファンドの元本の安全性および将来の成果を示唆・保証するものではありません。
※使用した指数については、15ページをご覧ください。

日本国債・
機構債

国内社債
円建外債

海外債券

債券種類別のリスクとリターン（円ベース）

※上記はあくまでイメージであり、元本の安全性および将来の
成果を示唆・保証するものではありません。

高

低

期
待
リ
タ
ー
ン
（
収
益
）

価格変動リスク（円ベース）小 大

（出所）ブルームバーグ

日本国債コース 超長期国債コース 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

資産別のパフォーマンス（円ベース）

※2005年12月末を100として指数化。

（2005年12月末～2019年8月末）

135.0
133.4
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海外(先進国)債券
海外(先進国)株式
日本国債
日本株式
機構債
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ローリング効果への期待

イールドカーブ（利回り曲線）が右上がりの状態のことを順イールドといいます。
この状態では、残存期間が長い債券ほど利回りが高くなります。

 償還が近づくにつれて利回りが低下するため、債券の値上がり益が期待できます。
 その結果、最終利回りを上回る収益が期待できます。
【左記のケース】
・順イールドの環境では残存期間が短くなると利回りが低下します。（左図、1年経過）
・利回りが低下すれば、利息収入に加え、債券価格自体の値上がり益が期待できます。

例 残存期間10年 利回り1.5％ クーポン1.5％ 単価100円
→1年経過 残存期間9年 利回り1.4％ クーポン1.5％ 単価100.84円

【1年間の投資収益率】
クーポン1.5％＋キャピタルゲイン（単価上昇率）0.84％＝合計2.34％

ローリング効果のシミュレーション

※上記はあくまでもイールドカーブが順イールドで一定という前提の試算であり、実際のパフォーマンスとは関係ありません。また、当ファンドのポートフォリオとは異なります。
※将来の成果および元本の安全性を示唆・保証するものではありません。※ローリング効果についてはパーイールド債券を想定して算出しています。
※上記シミュレーションにおいて、運用管理費用（信託報酬）等の諸費用、税金等は考慮しておりません。
※四捨五入の関係で数値の合計が一致しない場合があります。

※上記はイメージ図です。

イメージ図

10年9年

1.5％

残存期間

利回り

保有による短期化

1.4％

（出所）大和総研BI Poetより算出

 債券投資においては、ローリング効果が期待できます。
 ローリング効果とは、順イールドの状態においてその状態が将来安定していると仮定した場合、償還に近づくにつれて利回りが低下し、債券価格が上昇する

効果です。

日本国債コース 超長期国債コース 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース

下記は、日本国債について、2019年8月末時点の最終利回りとイールドカーブが一定の下でのローリング効果と年間収益率を示したものです。

残存期間 1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 残存期間 19年 20年

最終利回り（％） -0.29    -0.32    -0.31    -0.32    -0.35    -0.38    -0.39    -0.38    -0.36    -0.31    最終利回り（％） 0.06      0.07      

ローリング効果（％） 0.00 -0.03    0.02 -0.02 -0.11 -0.14 -0.09 0.05 0.23 0.41 ローリング効果（％） 0.20 0.10

年間収益率（％） -0.29    -0.36    -0.29    -0.35    -0.45    -0.52    -0.48    -0.34    -0.13    0.10      年間収益率（％） 0.26      0.17      


特性値（元データ）

		9/18/19																								ローリング効果の
試算 コウカ シサン

		0-10		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

		最終利回り サイシュウ リマワ		-0.29		-0.32		-0.31		-0.32		-0.35		-0.38		-0.39		-0.38		-0.36		-0.31

		ロールダウン		0.00		-0.03		0.02		-0.02		-0.11		-0.14		-0.09		0.05		0.23		0.41		日本国債コース ニホン コクサイ		0.0318		平均 ヘイキン

		期間収益 キカン シュウエキ		-0.29		-0.36		-0.29		-0.35		-0.45		-0.52		-0.48		-0.34		-0.13		0.10

		18-20		19		20

		最終利回り サイシュウ リマワ		0.06		0.07

		ロールダウン		0.20		0.10																		超長期国債コース チョウ チョウキ コクサイ		0.1478		平均 ヘイキン

		期間収益 キカン シュウエキ		0.26		0.17																		超長期国債＆機構債コース チョウ チョウキ コクサイ キコウ サイ		0.0739		平均/2 ヘイキン













ローリング効果のシミュレーション

				冊子用に作成 サッシ ヨウ サクセイ

				残存期間 キカン		1年		2年		3年		4年		5年		6年		7年		8年		9年		10年				残存期間 キカン		19年 ネン		20年 ネン

				最終利回り（％）		-0.29		-0.32		-0.31		-0.32		-0.35		-0.38		-0.39		-0.38		-0.36		-0.31				最終利回り（％）		0.06		0.07

				ローリング効果（％）		0.00		-0.03		0.02		-0.02		-0.11		-0.14		-0.09		0.05		0.23		0.41				ローリング効果（％）		0.20		0.10

				年間収益率（％）		-0.29		-0.36		-0.29		-0.35		-0.45		-0.52		-0.48		-0.34		-0.13		0.10				年間収益率（％）		0.26		0.17





下記は、日本国債について、2019年8月末時点の最終利回りとイールドカーブが一定の下でのローリング効果と年間収益率を示したものです。
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（ご参考）等金額投資について

保有する債券のうち満期償還を迎えたものから、その償還金を
長期債へ再投資して、一定の年限構成を維持します。

※上記は一般的な特徴を示したものであり、等金額投資が最善であることを意味するものではありません。また、元本の安全性および将来の成果を示唆・保証するものではありません。

等金額投資（0-10年）のイメージ

金利変動による債券価格への影響は、債券の残存期間により異なります。短期から長期まで
の残存期間の異なる債券に投資することにより、金利変動に対するリスクの分散が期待できます。1 金利変動リスクの分散

保有債券の償還が行なわれるつど、その償還金を、長期債に再投資します。一般に長期債
は短期債と比較して利回りは高い傾向があるため、安定した収益性が期待できます。2 安定した収益性

償還まで保有し、残存期間10年程度の国債に再投資することで売買コストの低減が
期待できます。3 コスト低減

残存期間 0～1年 1～2年 2～3年 7～8年 8～9年 9～10年

0～1年 1～2年 7～8年 8～9年 9～10年6～7年

償
還

組入比率

1年後

再投資

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

等金額投資（18-20年）のイメージ

残存期間 18～19年 19～20年

18～19年 19～20年

売
却

組入比率

再投資

1年後

保有する債券のうち残存年限が18年未満となったものを売却し、
その売却金を再投資して、一定の年限構成を維持します。

等金額投資の主な特徴（0-10年の場合）
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（ご参考）金利上昇リスクについて ①

 金利が上昇すると債券価格が下落し、ファンドの基準価額を押し下げる要因の1つとなります。また、修正デュレーションが大きいほど、基準価額の変動が
大きくなる傾向があります。

修正デュレーションとは「金利が変動した時に債券価格がどのくらい変化するか」を示す
指標です。修正デュレーションが大きいほど、金利が変動した時の債券価格の変動（ブ
レ幅）が大きくなります。

※上記のケースは一般的なものを示しており上記どおりにならない場合もあります。

修正デュレーションが7(年)の場合、金利が0.2％変化すると債券価格は1.4％
程度変化することを示しています。

例

(債券価格) (金利変化幅) (修正デュレーション)

10,000円 × 0.2％ × 7（年） ≒ 140円程度

（
リ
ス
ク
）

ー シ ョ ンデ ュ レ修 正

※上記は、大和投資信託がインデックスより試算したものであり、当ファンドのパフォーマンスとは異なります。
また当ファンドの元本の安全性および将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※上記シミュレーションにおいて、運用管理費用（信託報酬）等の諸費用、税金等は考慮しておりません。
※上記各局面の説明は、大和投資信託が作成したものであり、すべてを網羅しているものではありません。
※使用した指数については、15ページをご覧ください。

局面1

局面3

高まっていた信用不安の一時的な緩和など

金利水準に対する警戒感など

局面2 景気回復期待への高まりなど

（2008年3月25日～2008年6月13日）

（2010年10月6日～2011年2月16日）

（2013年4月4日～2013年5月29日）

局面1 局面2 局面3

国債利回りの変化幅 +0.61% +0.51% +0.49%

残存期間10年までの日本国債の下落率 -2.92% -1.87% -1.81%
残存期間18-20年の日本国債の下落率 -5.16% -5.49% -7.87%
残存期間18-20年の日本国債および

機構債の合成の下落率 -4.34% -3.76% -5.12%

（出所）日本証券業協会、ブルームバーグ

過去の金利上昇局面における3コースへの影響

金利変動と修正デュレーションの関係（イメージ図） 国債利回りの推移と3コースのパフォーマンス・シミュレーション

小 大

局面1 局面2 局面3 （％）

※「日本国債（10年）の利回り」以外は
2005年12月30日を100として指数化。

（2005年12月30日～2019年8月30日）
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残存期間10年までの日本国債（左軸）

残存期間18-20年の日本国債（左軸）

残存期間18-20年の日本国債および機構債の合成（左軸）

日本国債（10年）の利回り（右軸）
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6,000
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8,000

9,000
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13,000

14,000

2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037

金利変化なし

ケース①

ケース②

（ご参考）金利上昇リスクについて ②

 金利が上昇すると債券価格が下落し、運用成果を押し下げる要因となります。しかしながら、等金額投資の場合には、毎年償還される資金を、機械的に
満期までの期間が長く利回りの高い長期債に再投資するため、金利が上昇すれば理論上は再投資利回りも上昇し、金利変化なしのケースに徐々に追い
つき、その後の運用成果を押し上げる要因になります。

※上記シミュレーションはあくまでも試算であり、実際のパフォーマンスとは関係ありません。また、当ファンドのポートフォリオとは異なります。
※将来の成果および元本の安全性を示唆・保証するものではありません。
※上記シミュレーションにおいて、運用管理費用（信託報酬）等の諸費用、税金等は考慮しておりません。 （出所）大和総研BI Poetより算出

1年後の金利上昇シナリオ

18-20年の日本国債の等金額投資シミュレーションシミュレーション（金利上昇）の条件

①ケ－ス

②ケ－ス

※2019年8月末時点の１年～20年満期の国債利回りが平行して金利上昇したものとします。

1年後に残存期間10年の国債利回りが1.0％まで上昇し、その後一定。

1年後に残存期間10年の国債利回りが2.0％まで上昇し、その後一定。

（年）

（円）

（残存期間）

（％）

（円） （2019年8月末～2039年8月末）

※2019年8月末＝10,000円

（年）

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1年 4年 7年 10年 13年 16年 19年

2019年8月末時点のイールドカーブ（利回り曲線）
ケース①
ケース②
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（ご参考）長く保有するメリット

 下記グラフは、残存期間10年までの日本国債および残存期間18-20年の日本国債を6カ月間、1年間、2年間と期間ごとに分けた場合の過去の
パフォーマンス推移です。債券価格は、金利変動の影響を受けますが、保有期間が長くなるほど、収益が相対的に安定していたことが分かります。

※上記のグラフは、大和投資信託が各資産インデックスより試算したものであり、当ファンドのパフォーマンスとは異なります。また当ファンドの元本の安全性および将来の成果を示唆・保証するものではありません。
※当データは過去の分析結果を示したものであり、当ファンドの投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆･保証するものではありません。
※上記シミュレーションにおいて、運用管理費用（信託報酬）等の諸費用、税金等は考慮しておりません。
※使用した指数については、15ページをご覧ください。

残存期間10年までの日本国債の期間別パフォーマンス推移

（出所）日本証券業協会、ブルームバーグ

残存期間18-20年の日本国債の期間別パフォーマンス推移

（2005年12月末～2019年8月末）

2005年12月末～2006年12月末までの騰落率を示しています。

6カ月間保有（年率換算）

１年間保有

2年間保有（年率換算）

（％） （2005年12月末～2019年8月末）6カ月間保有（年率換算）

１年間保有

2年間保有（年率換算）

（％）

2005年12月末～2006年12月末までの騰落率を示しています。

（％） （％）

（％） （％）
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イールドカーブ・コントロールとは・・・

「イールドカーブ（利回り曲線）の過度な低下、フラット化＊

は、広い意味での金融機能の持続性に対する不安感を
もたらし、マインド面などを通じて経済活動に悪影響をもた
らす可能性がある（日銀公表資料より）」との見解から、
イールドカーブの適切な形成を促すための方策。

（ご参考）日銀の金融政策

 2016年9月20~21日の金融政策決定会合において日銀は、2％の「物価安定の目標」をできるだけ早期に実現するため、金融緩和強化の
新しい枠組みとして「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入することを決定しました。

 これにより、イールドカーブの急激な変化は起きにくい状況であると考えられます。

「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」の主な内容

（出所）日本銀行

●長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）
短期金利：日銀当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用
長期金利：10年物国債金利がゼロ％程度で推移するよう、長期国債を買入れ

※買入れ額については、概ね現状程度の買入れペース（保有残高の増加額年間約80兆円）をめどとする。

イールドカーブ・コントロールのイメージ

※上記はイメージ図です。

＊フラット化・・・イールドカーブの形状が平たんになること 残存期間

金
利

0％

10年

長短金利操作を円滑に行なうため、日銀は「日本銀行が
指定する利回りによる国債買入れ（指値オペ）」を導入
しました。日銀公表資料には「イールドカーブが概ね現状
程度の水準から大きく変動することを防止するため、金利
が上昇した場合などには、例えば10年金利、20年金利
を対象とした指値オペを実施する用意がある。」とあります。

長短金利操作のための新型オペレーションの導入
導入前

導入後短期金利
日銀当座預金の
一部に▲0.1％の
マイナス金利を適用

長期金利
ゼロ％程度に誘導
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各コースのポートフォリオ特性値等 （2019年8月末時点）

当資料で使用した指数等について
※残存期間10年までの日本国債：日本証券業協会が発表する売買参考統計値のうち最も残存期間が6カ月に近い国庫短期証券およびダイワ・ボンド・インデックス（DBI）の対応する残存期間部分を平均したもの、残
存期間18-20年の日本国債：ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）の対応する残存期間部分を平均したもの、日本国債：NOMURA-BPI国債、海外(先進国)債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、
日本株式：TOPIX（配当込み）、海外(先進国)株式：MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算）、機構債：ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）RMBS指数。

※ポートフォリオ特性値は、ファンドの組入債券等の各特性値（直接利回り、最終利回り等）を、その組入比率で加重平均したものです。※格付の比率は、債券ポートフォリオに対するものです。※格付けについては、R&I、
JCR、Moody‘s、S&P、Fitchの格付けのうち最も高いものを採用し、算出しています。
※ローリング効果の試算は、9ぺージのローリング効果のシミュレーション結果を各コースの投資対象年限について平均したものです。実際のパフォーマンスとは関係ありません。また、当ファンドのポートフォリオとは異なります。上記
試算において、運用管理費用（信託報酬）等の諸費用、税金等は考慮しておりません。将来の成果および元本の安全性を示唆・保証するものではありません。四捨五入の関係で数値の合計が一致しない場合があります。

ファンドの特徴

直接利回り（％） 0.2 0.6 0.5 －

最終利回り（％） -0.3 0.0 0.0 －

修正デュレーション 4.7 17.7 12.1 －

残存年数 4.8 18.7 － －

格付け AAA：100％ AAA：100％ AAA：100％ －

金利変動時の価格変動 相対的に小さい 相対的に大きい 相対的に中程度 －

ローリング効果の試算（％） 0.03 0.15 0.07（超長期国債部分） －

日本国債コース
超長期国債＆

住宅金融支援機構債
コース

マネーコース超長期国債コース

 日本国債に投資します。

 残存期間が最長10年程度ま
での等金額投資をめざします。

 超長期国債に投資します。

 残存期間が18年程度から20
年程度までの等金額投資をめ

ざします。

 「超長期国債」および「機構
債」に均等投資します。
（それぞれ50％程度）

 超長期国債については、残存
期間が18年程度から20年程
度までの等金額投資をめざし
ます。（※「超長期国債コー

ス」と同様の運用）

 円建ての債券を中心に投資し
ます。

 投資にあたっては、残存期間
が1年未満、取得時において

A-2格相当以上の債券および
コマーシャル・ペーパーに投資す

ることを基本とします。
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ファンドの特色

《分配について》

 各コースは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド
（各コース）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運
用をマザーファンドで行なう仕組みです。なお、マネーコースから円建ての債券等への直接投
資を行なうことができるものとします。

※マザーファンドの受益証券の組入比率あるいは組入比率の合計は、通常の状態で高位に維持すること
を基本とします。

※住宅金融支援機構債マザーファンドにおいて、債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産
総額の80%程度以上に維持することを基本とします。

※日本国債0-10マザーファンドおよび超長期国債18-20マザーファンドにおいて、運用効率化のため、債
券先物取引等を利用することがあります。このため、国債の組入総額および債券先物取引等の買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

分配方針

日本国債コース、超長期国債コース、超長期国債＆住宅金融支援機構債コース マネーコース

 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等とします。
 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、

分配を行なわないことがあります。

 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等とします。
 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、配当等収益等の額が少額の場合には、

分配を行なわないことがあります。

わが国の債券に投資する3つのコースとマネーコースで構成されています。
 日本国債コース

わが国の国債に投資し、残存期間の異なる国債の利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成
長をめざして運用を行ないます。

 超長期国債コース
わが国の超長期国債に投資し、利息収入を確保するとともに、信託財産の着実な成長をめざして運用
を行ないます。

 超長期国債＆住宅金融支援機構債コース
わが国の超長期国債と住宅金融支援機構債に均等に投資することを基本とします。

 マネーコース
円建ての債券を中心に投資します。

各コース間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。

1

※「マネーコース」の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。

ファンドの仕組み

2
大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに
信託財産の規模によっては、上記およびファンドの仕組みの運用が行なわれないことがあります。

毎年3月10日および9月10日（休業日の場合、翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
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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、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。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は異なります。

主な変動要因 ※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。

公社債の価格変動
（価格変動リスク・信用リスク）

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動し
ます。特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。組入公社債の価格が下落した場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

機構債固有の投資リスク

［超長期国債＆住宅金融支援機構債コース］
機構債は住宅ローン債権を裏付けとするため、住宅ローン債務者からの繰上返済に伴い、期限前償還されます。一般に金利変動は住宅ローンの借換えや繰上
返済による期限前償還に影響を与えるため、機構債の価格は一般の債券と異なる変動をします。
期限前償還は金利要因のほかに、さまざまな要因によっても変動します。
また、機構債の価格に与える影響は、住宅ローン債務者の信用状況など機構債各々の有する特性により異なります。
住宅金融支援機構が法令により解散や株式会社等の法人となった場合などには、機構債は信託受益権へと変更され住宅金融支援機構による信用力がなくな
るため、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。また、住宅金融支援機構や機構債に関する法制度の変更等によっても影響を受けます。

特定銘柄への集中投資リスク ［超長期国債＆住宅金融支援機構債コース］は、住宅金融支援機構が発行している機構債に集中して投資するため、住宅金融支援機構の業績・財務状
況・規制等の変化により大きな影響を受けます。そのため、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。

その他
解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。こ
の場合、基準価額が下落する要因となります。
［マネーコース］においては、資金の管理にあたって費用が発生することがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点
当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。

リスクの管理体制
委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部へのモニタリング・監視を通し、
運用リスクの管理を行ないます。
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ファンドの費用
当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
※くわしくは、｢投資信託説明書（交付目論見書）｣をご覧ください。

購入金額 手数料率（税込）

1,000万円未満 0.54％＊

1,000万円以上5,000万円未満 0.108％＊

5,000万円以上 0.054％＊

購入時手数料率

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

❖ お客さまが直接的に負担する費用

料率等 費用の内容

購入時手数料 購入金額に右記の購入時手数料率を乗じて得た額とします。
購入金額：（申込受付日の基準価額／1万口）×購入口数

購入時の商品説明または商品情報の提供、
投資情報の提供、取引執行等の対価です。

信託財産留保額 ありません。 －

スイッチング（乗換え）手数料 ありません。 －

❖ お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
料率等 費用の内容

運用管理費用
（信託報酬）

［日本国債コース］、［超長期国債コース］、［超長期国債＆住宅金融支援機構債コース］
年率0.7452％＊1（税込）以内
＊1 消費税率が8％の場合の率です。消費税率が10％の場合は、0.759％となります。
運用管理費用（年率）は、毎月10日（休業日の場合、翌営業日）における新発10年国債の利回り
（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
新発10年国債の利回りが
イ. 1％未満の場合・・・年率0.1836％＊2(税込)
ロ. 1％以上2％未満の場合・・・年率0.3132％＊2 (税込)
ハ. 2％以上3％未満の場合・・・年率0.4212％＊2 (税込) 
ニ. 3％以上4％未満の場合・・・年率0.5292％＊2 (税込)
ホ. 4％以上5％未満の場合・・・年率0.6372％＊2 (税込) 
ヘ. 5％以上の場合・・・年率0.7452％＊2 (税込)
＊2 消費税率が8％の場合の率です。消費税率が10％の場合は、それぞれ0.187％、0.319％、0.429％、0.539％、
0.649％、0.759％となります。

［マネーコース］ 各月ごとに決定するものとし、各月の1
日から各月の翌月の1日の前日までの運用管理費用（信
託報酬）の率は、各月の前月の最終5営業日における無
担保コール翌日物レートの平均値に0.54*3（税込）を乗
じて得た率とします。ただし、当該率が年率0.972％*4

（税込）を超える場合には、年率0.972％*4（税込）とし、
当該率が年率0.000108%*5（税込）を下回る場合に
は、年率0.000108%*5（税込）とします。
＊3 消費税率が8％の場合の率です。消費税率が10％の場合
は、0.55となります。＊4 消費税率が8％の場合の率です。消費
税率が10％の場合は、0.99％となります。＊5 消費税率が8％
の場合の率です。消費税率が10％の場合は、0.00011％となり
ます。

運用管理費用の総額は、日々
の信託財産の純資産総額に対
して左記の率を乗じて得た額とし
ます。運用管理費用は、毎日計
上され、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。

その他の費用・
手数料 「その他の費用・手数料」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。

監査報酬、有価証券売買時の
売買委託手数料、先物取引・
オプション取引等に要する費用、
資産を外国で保管する場合の
費用等を信託財産でご負担い
ただきます。

※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。

（ご参考）
■口数指定で購入する場合（消費税率8％の場合）
例えば、基準価額10,000円の時に100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額＝（10,000円／1万口）×100万口＝100万円
購入時手数料＝購入金額（100万円）×0.54％（税込）＝5,400円 となり、
購入金額に購入時手数料を加えた合計額100万5,400円をお支払いいただくこととなります。

■金額指定で購入する場合
購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるよう購入口数
を計算します。例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時
手数料（税込）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額とはなりません。

＊消費税率が8％の場合の率です。消費税率が10％の場合は、以下の率となります。
1,000万円未満：0.55％、1,000万円以上5,000万円未満：0.11％、5,000
万円以上：0.055％
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お申込みメモ

委託会社 大和証券投資信託委託株式会社 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 販売会社 大和証券株式会社

購入単位 1,000円以上1円単位＊または1,000口以上1口単位。なお、［マネーコース］の購入は、スイッチング（乗換え）による場合のみとなります。
＊購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、上記単位でご購入いただけます。※ただしスイッチングの場合は、1口単位です。

購入・換金価額 購入および換金申込受付日の基準価額（1万口当たり）

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。

申込締切時間 午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。

購入・換金申込受付の
中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すこと
があります。

スイッチング（乗換え） 各コースの間でスイッチング（乗換え）を行なうことができます。

信託期間 2022年3月10日まで（2017年3月1日当初設定） ※受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

繰上償還

［各コース共通］：次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）が
できます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合 ・信託契約を解約することが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

［マネーコース］：他の3コースのすべてが繰上償還となる場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還させます。

決算日 毎年3月10日および9月10日（休業日の場合、翌営業日）

収益分配

年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」をご利用の場合：収益分配金は、税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「分配金支払いコース」をご利用の場合：収益分配金は、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。

課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、くわしくは、販売会社にお問合わせください。
※税法が改正された場合等には変更される場合があります。
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