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2012年5月15日

受益者様各位

アムンディ・ジャパン株式会社

アムンディ・りそなレディｰス・バランスファンド【愛称：Love Me!（ラブ・ミ－！）】

第84期決算における収益分配金についてのご案内

平素はアムンディ・りそなレディｰス・バランスファンド【愛称：Love Me! （ラブ・ミ－！）】をご愛顧賜り、誠にありがと
うございます。当ファンドは、2012年5月15日に第84期の決算を行い、収益分配金額を2007年1月の第20期決算
から2012年4月の第83期決算までの30円（1万口当たり、税引前）から20円（同）に引下げることを決定致しました
のでご案内申し上げます。なお、同日の基準価額（分配落ち後）は6,384円です。

この度の引下げ措置は、中長期的に受益者の皆様の利益に資する運用を継続するとの観点から、現在の配当
等収益の水準、分配対象額の水準、収益分配方針等を総合的に勘案し決定したものです。分配金引下げに至っ
た経緯、関連する市場環境等につきましては、次ページ以降のQ&Aをご参照ください。

今後ともファンドの運用につきまして、パフォーマンスの向上を目指して参りますので、引続きお引立て賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。

ファンドの基準価額・ファンド概況・分配金実績

＜1205011＞

•分配金は過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

2012年3月30日現在

【設定来の基準価額の推移】

設定来累計：3,240円

【分配金実績（1万口当たり、税引前）】

（年/月）

30円2007年1月～2012年3月

600円2005年12月

20円2005年6月～2005年11月

30円2006年6月～2006年11月

20円2006年1月～2006年5月

350円2006年12月

分配金/月決算期

•基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして
計算しています。

•基準価額は信託報酬控除後です。
•上記グラフは過去の実績であり将来を保証するものではありません。

【ファンド概況】
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基準価額（税引前分配金再投資）

基準価額 6,729円

設定日 2005年3月18日

純資産総額 41.0億円

決算日 原則として、毎月15日
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アムンディ・りそなレディース・バランスファンド【愛称：Love Me！（ラブ・ミー！）】（以降当ファンドといいます）
は、2つのマザーファンドを通じて、実質的に外国債券に75%程度、国内株式に25%程度投資することを基
本とし運用するファンドです。

2007年1月から2012年4月まで、毎月30円（1万口当たり、税引前）の分配金をお支払いしてまいりましたが、
この度、下記3つの理由により分配金を毎月20円（1万口当たり、税引前）に引下げることと致しました。

①インカムゲイン（利金収入）の減少

Ø当ファンドの純資産総額の75％程度を占める外国債券部分（アムンディ・海外国債マザーファンド）から得ら
れる円ベースでのインカムゲイン（利金収入）が継続して目減りしたことが引下げに大きく影響しました。
円ベースでのインカムゲイン（利金収入）の減少は、ファンド設定当初と比較して海外国債の金利が低下した
こと、及び外国債券部分の通貨別構成のうち約86% （2012年3月30日現在）を占める米ドル、ユーロの対円
為替レートが継続して下落したこと（円高/米ドル安、円高/ユーロ安）等によるものです。

②日本株式市場の下落

Ø当ファンドの純資産総額の25％程度を占める株式部分（アムンディ・レディース国内株式マザーファンド）の
の下落も引下げの要因となりました。2009年以降のサブプライムローン問題、欧州債務問題、また東日本大
震災など日本国内外の影響を受けて日本株式は大きく下落しました。

③分配対象額の減少

Ø①②から得られる収入の減少によって、分配対象額が減少したことが引下げの最大の要因です。配当等収
益（経費控除後）を超える分配金のお支払いが続いていることを鑑み、今後、中長期的に分配金のお支払い
を継続するため、分配金を引下げることとしました。

Q1：分配金を引下げた理由は何ですか。

配当等収益の水準、分配対象額の水準、収益分配方針等を総合的に勘案し、

分配金（1万口当たり、税引前）を30円から20円に引下げることを決定致しました。

【分配金を引下げた理由について】

【分配金概況（1万口当たり、税引前）】

・直近12ヵ月の分配金概況です。・上記は1万口当たり（収益分配金については1万口当たり／税引前）の数値です。・上記は過去のデータに基づくものであり、
将来の成果をお約束するものではありません。
※当該月に有価証券売買損益がプラスの場合は経費は配当等収益と有価証券売買益から按分して控除され、有価証券売買損益がマイナスの場合はすべ
ての経費は配当等収益から控除されます。各収益の状況に応じ、月ごとに経費の控除方法、金額は異なります。
※収益分配金に関する留意事項につきましては、6、7ページをご覧ください。

配当等収益（1万口当たり、経費控除後）および分配対象額（1万口当たり、分配金支払い後）

（2012年4月27日現在）

決算日 2011/5/16 2011/6/15 2011/7/15 2011/8/15 2011/9/15 2011/10/17

配当等収益（経費控除後）※ 12 円 17 円 14 円 11 円 13 円 24 円

収益分配金 30 円 30 円 30 円 30 円 30 円 30 円

分配対象額（分配金支払い後） 289 円 276 円 260 円 241 円 225 円 219 円
7 8 9 10 11 12

決算日 2011/11/15 2011/12/15 2012/1/16 2012/2/15 2012/3/15 2012/4/16

配当等収益（経費控除後）※ 10 円 11 円 14 円 17 円 20 円 23 円

収益分配金 30 円 30 円 30 円 30 円 30 円 30 円

分配対象額（分配金支払い後） 199 円 179 円 163 円 150 円 140 円 133 円
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Q2：2012年3月30日現在の各マザーファンドの組入れ内容を教えてください。

外国債券部分は、最終利回り1.77%、通貨別では米ドルとユーロが約86%を占めています。
国内株式部分は、女性の認知度、評価度の高い企業*上位50社に投資しています。

*一般消費者を対象にした企業に対するイメージ調査の結果に基づきます。

【ポートフォリオ特性について】

<ポートフォリオの状況> <国別構成比率・通貨別構成比率>

【各マザーファンドの運用状況について】 （2012年3月30日現在）

①外国債券（アムンディ・海外国債 マザーファンド）

②国内株式（アムンディ・レディース国内株式 マザーファンド）

<組入上位10銘柄> <業種別組入比率>

銘柄 業種 比率
1 日立製作所 電気機器 2.4%
2 本田技研工業 輸送用機器 2.4%
3 日産自動車 輸送用機器 2.4%
4 トヨタ自動車 輸送用機器 2.4%
5 高島屋 小売業 2.3%
6 ローソン 小売業 2.1%
7 東映 情報・通信業 2.1%
8 ファミリーマート 小売業 2.1%
9 ブリヂストン ゴム製品 2.1%
10 美津濃 その他製品 2.1%

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額比です。

組入銘柄数：50銘柄

・比率はマザーファンドの組入株式評価額計に対する評価額比です。

債券組入比率 96.8%

組入債券銘柄数 46銘柄

最終利回り 1.77%

直接利回り 4.48%

修正デュレーション 6.15年

アメリカ 51.0% 米ドル 51.0%
フランス 12.2%
ドイツ 11.4%
イタリア 11.4%
イギリス 10.4% 英ポンド 10.4%
カナダ 3.7% カナダドル 3.7%

ユーロ 34.9%

国別構成比率 通貨別構成比率

電気機器

10.2%

化学

15.1%

小売業

12.9%

食料品

19.5%

その他

19.2%

その他

製品

9.6%

輸送用

機器

7.3%

情報・

通信業

6.2%

当ファンドは、①外国債券（アムンディ・海外国債
マザーファンド）に75%程度、②国内株式（アムン
ディ・レディース国内株式マザーファンド）に25%
程度の投資を基本とし、各々のウェイトは投資期
間を通じて一定の水準を維持する仕組みです。

※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。
※比率は純資産総額に対するマザーファンドの評価額比です。

＜ご参考：ラブ・ミー！のマザーファンド組入比率（ 2012年3月30日現在）＞

アムンディ・レディース
国内株式 マザーファンド

25.0%

現金・その他
0.7%

アムンディ・海外国債
マザーファンド

74.3%
①

②
①外国債券

②国内株式

・修正デュレーションは、公社債評価額合計をベースに算出しています。 ・四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。
・比率は純資産総額に対するマザーファンドの評価額比です。
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海外国債市場、日本の株式市場の見通しは以下の通りです。

【投資環境について （アムンディ・ジャパンの見通し）】 （2012年3月30日現在）

Q3：今後の見通しはどうですか？

海外国債市場については、米国では長期金利の低位安定、欧州では長期金利の小
幅上昇を予想しています。日本の株式市場については、世界経済のファンダメンタル
ズ*改善から堅調な展開を予想しています。 *経済の活動状況を示す基礎的な要因のことです。

●アムンディ・海外国債マザーファンド

●アムンディ・レディース国内株式マザーファンド

日本の株式市場については、世界経済のファンダメンタルズ改善から堅調な展開を予想しています。
足元では欧州債務問題、世界景気、為替動向が引続き焦点となります。
欧州債務問題については、ギリシャ総選挙・フランス大統領選挙といった政治イベントの影響が懸念さ
れますが、米国や日本経済は回復基調を強めており、中国経済もインフレ沈静化が金融緩和余地を拡
大させており、世界経済のファンダメンタルズは改善傾向です。4月27日の日銀展望レポートの内容や
追加緩和策の姿勢次第では、「超円高の是正は中長期的に継続しそうである」という見方が強まること
も考えられます。
改善傾向が続く日本の雇用情勢は、企業活動の中長期的な拡大期入りを示唆しており、5月より本格
化する業績発表でもその改善に対する期待が高まるでしょう。

以上、日本の株式市場についての見通しのほうが、海外国債市場の見通しに比べ、積極的な内容となって
います。ファンド全体としては、分配金引下げにつながった市場環境、とりわけ、海外国債市場における長期
金利については、欧州で小幅の上昇を見込むものの、米国では低水準での推移が続く見通しであること、当
ファンドの分配金は引下げ後の水準で当面推移せざるを得ないことをご高配いただきますようお願いいたし
ます。

国債価格

金利上昇

金利低下

【ご参考】

金利と国債価格（イメージ）

海外国債市場については、米国では長期金利の低位安定、欧州では長期
金利の小幅上昇を予想しています。
米国では、景気拡大ペースが次第に鈍化してくることから、FRB（米連邦準
備制度理事会）による金融緩和の継続が予想されるため、長期金利は上昇
しがたい環境が続くことが見込まれます。欧州では、恒久的な重債務国救
済スキーム設立へ向けて進展があり、欧州債務問題とその波及に対する
懸念が薄れていくことや景気に底入れ感が出てくることなどから、長期金利
の小幅上昇を予想しています。

＊上記表は、過去の事実から得られた一般的
傾向・特徴を示したものであり、現在および将
来の債券の値動きが上記表の通りとなること
を示唆または保証するものではありません。
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Q5：今後の情報入手方法を教えてください。

アムンディ・りそなレディース・バランスファンド【愛称：Love Me!（ラブ・ミー！）】の運用状況を
ご報告する月次レポート等を発行しています。お買付けいただきました販売窓口でお受取り
いただくか、委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社のホームページにてご覧いただく
ことができます。

Ø委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.amundi.co.jp）よりファンド情
報→ファンド一覧からアムンディ・りそなレディース・バランスファンド（愛称：Love Me!（ラブ・ミー！））を検索
していただきますと、最新の情報をご覧いただくことができます。

【委託会社 アムンディ・ジャパン株式会社のフリーダイヤル】

0120-202-900
受付時間は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

【月次レポート等入手方法】

Q4：今後さらに分配金額を引下げる予定はありますか？

現状ではさらなる分配金引下げは予定しておりませんが、海外債券及び国内株式という値
動きのある資産に投資をしていることから、今後引下げが一切ないと申し上げることはでき
ません。

【今後の分配金額について】

Ø当ファンドは、毎決算時に原則として収益分配方針に基づいて分配を行いますが、分配金額は金利や為替
相場等の影響を受けて変動します。現状ではさらなる引下げは予定していないものの、ファンドの運用状況
（基準価額水準及び市況動向）等によっては分配金を引下げたり、分配を行わないこともあります。将来の
分配金額については、あらかじめ一定額の分配をお約束するものではありません。

【今後の分配金について】

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

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

普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。

l分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額
相当分、基準価額は下がります。

l分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる
場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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

収益分配金に関する留意事項
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 ファンドの目的

 ファンドの特色

①

・外国債券および国内株式に直接投資することがあります。

②

③

  収益分配金に関する留意事項

 投資リスク

外国債券（「アムンディ・海外国債 マザーファンド」）への投資は75％程度、国内株式（「アムンディ・レディース 国内株式  マ
ザーファンド」）への投資は25％程度を基本とします。

・原則として、実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
・大量の購入・換金の申込みが発生したとき、償還の準備に入ったときならびにファンドの資産の規模等によっては、上記の資産配分がで
きないことがあります。

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

ファンドは、主として「アムンディ・海外国債 マザーファンド」および「アムンディ・レディース 国内株式 マザーファンド」への投資を
通じて、インカムゲインを中心とした安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。

マザーファンドを通じて、外国債券と国内株式の2つの資産に分散して投資を行い、インカムゲイン（債券のクーポンによる
利息収入）を中心に安定した収益の確保と、中長期にわたってファンドの信託財産の成長を目指します。

毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、外国債券の利息収益部分を中心に、原則として毎月分配を目指しま
す。また、国内株式の配当と値上り益等から12月の決算時にボーナス分配を行う場合があります。

・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）等の全額とします。
・分配金額は委託会社が収益分配方針に基づき、基準価額水準等を勘案し決定いたします。分配対象額が少額の場合には毎月分配また
はボーナス分配を行わない場合もあります。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

＜お申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。＞

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、
●基準価額は下がります。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が
●あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
●また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
●あります。
●ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として外国債券や国内株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替
変動リスクがあります）に実質的に投資しますので、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
ありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべ
て投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等があります。なお、基準価額の
変動要因（投資リスク）は上記に限定されるものではありません。また、その他の留意点として、分配金の支払いに関する留意
点、ファンドの繰上償還、ファミリーファンド方式の留意点等があります。詳しくは、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。

当資料のお取扱いについてのご注意
■当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、法令等に基づく開示資料ではありません。■当ファンドの購入のお

申込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、お受取りの上、内容は
投資信託説明書（交付目論見書）で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。■当資料は、弊社が信頼

する情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性について弊社が保証するものではありません。また、記載されている内容は、予告なしに
変更される場合があります。■当資料に記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を

保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および分配金が保証されている商
品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等の影

響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者
の皆様に帰属いたします。■投資信託は預金、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。ま

た、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。■投資信託のお申込みに関して

は、クーリングオフの適用はありません。

アムンディ・りそなレディｰス・バランスファンド

【愛称 Love Me！ （ラブ・ミ－！）】
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当ファンドの費用、リスク、収益分配金に関する留意事項等につきましてはP6-P8をご覧ください。

販売用資料
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 販売会社一覧（業態別・五十音順）

日本証券業協会
社団法人

投資信託協会

社団法人

日本証券投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

株式会社近畿大阪銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第7号 ○

株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号 ○ ○

株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号 ○ ○

金融商品取引業者の名称 登録番号

加入協会

 お申込みメモ

 ファンドの費用

 投資者が直接的に負担する費用

 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

◆ファンドの費用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。

 委託会社、その他の関係法人の概要

販売会社 販売会社については下記販売会社一覧（業種別・五十音順）をご参照ください。

ファンドに関する照会先

委託会社の名称：アムンディ・ジャパン株式会社
お客様サポートライン：0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：http://www.amundi.co.jp

委託会社
アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第350号
加入協会：社団法人 投資信託協会、社団法人 日本証券投資顧問業協会

受託会社 株式会社 りそな銀行（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

運用管理費用
（信託報酬）

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.344％（税抜1.280％）を乗じて得た金額とし、ファンドの計
算期間を通じて毎日、費用計上されます。毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。

その他の費用・
手数料

信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見
書･運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に
関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）および受託会社の立替え
た立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。また、有価証券売買時の売買委
託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用がかかります。
※その他の費用・手数料の合計額は運用状況等により変動するもので、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
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届
出書作成日現在の料率上限は2.10％（税抜2.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

信託財産留保額 ありません。

収益分配

課税関係

年12回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配金の「再投資」を選択した場合、税引後無
手数料で再投資されます。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除および益金不算入制度は適用されません。

信託期間

決算日

平成27年3月16日までとします。（設定日：平成17年3月18日）

年12回決算、原則毎月15日です。当該日が日本の休業日の場合は翌営業日とします。

換金制限

購入・換金申込受付
の中止および取消し

信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、金融商品市場における取引の停
止、外国為替取引の停止等、一定の場合に換金の制限がかかる場合があります。

委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購
入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。

購入・換金申込
受付不可日

申込締切時間

ニューヨークもしくはパリの銀行休業日の場合には、受付けません。

詳しくは販売会社にお問合せください。

換金価額

換金代金

換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。

購入代金

換金単位

販売会社が定める期日までにお支払いください。

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入単位

購入価額

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

http://www.amundi.co.jp

