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■ 当資料について

■ 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）について

 当社は、りそなグループの資産運用会社としてESGまたはSDGs関連投資に注力しています。 当資料
の開示により、ファンドの特性、当社の方針や取り組み等についてお客さまのご理解を深めていただく
とともに、当社と当社の運用するESGまたはSDGs関連ファンドに対し、ご信頼を賜れば幸いです。

 当ファンドは、日本でも関心が高まっているESGまたはSDGs関連投資を、上場株式等を対象とし
ESG投資の観点が考慮されたインデックスをベンチマークとするマザーファンドを投資対象とすること
によって取りいれるとともに、埼玉県の公募地方債を主要投資対象の1つとするマザーファンドへの投
資を含めた国際分散投資によって、お客さまに中長期的な資産形成の手段を提供し、かつ持続可能な
社会の実現に資することを目的として設定いたしました。

 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）（以下、「当ファンド」）は、マザー
ファンドを通じて、各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資するバランスファンドです。

 当資料は、りそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」）が提供するファンドのうち、当社が
「ESGファンド」と位置付けるファンドについて、その根拠やESG／SDGsに関する特性等を、お客さ
まに分かり易くお伝えするために開示するものです。
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■ 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）について

投資対象地域

国内 先進国 新興国

投
資
対
象
資
産

債券

RM国内債券マザーファンド
（埼玉重視型）
【主要投資対象】
わが国の国債および埼玉県が発行する公
募地方債
【対象指数】
なし

RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
【主要投資対象】
先進国（日本を除く）の債券
【対象指数】
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

RM先進国債券マザーファンド
【主要投資対象】
先進国（日本を除く）の債券
【対象指数】
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

RM新興国債券マザーファンド
【主要投資対象】
新興国の債券およびETF（上場投資信託
証券）
【対象指数】
JPモルガンGBIーEMグローバル・ダイ
バーシファイド（円換算ベース）

株式

RM国内株式ESGマザーファンド
【主要投資対象】
国内の株式
【対象指数】
MSCI ジャパン ESG セレクト・リー
ダーズ指数（配当込み）

RM先進国株式ESGマザーファンド
【主要投資対象】
先進国（日本を除く）の株式
【対象指数】
MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換
算ベース）

RM新興国株式マザーファンド
【主要投資対象】
新興国の株式およびETF（上場投資信託
証券）
【対象指数】
MSCIエマージング・マーケット指数（配当
込み、円換算ベース）

リート

RM国内リートマザーファンド
【主要投資対象】
不動産投資信託証券
【対象指数】
東証REIT指数（配当込み）

RM先進国リートマザーファンド
【主要投資対象】
先進国（日本を除く）の不動産投資信託証券、不動産関連株
式およびETF（上場投資信託証券）
【対象指数】
S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

―

 当ファンドは、大きく分けて８つの資産に分散投資を行います。

■ 特にESG/SDGsを重視した運用を行うマザーファンド ■ 埼玉に関連した運用を行うマザーファンド



埼玉に関連した運用
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■ 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）について

 当ファンドは、下記の基本的資産配分比率に基づき各マザーファンドに分散投資を行っています。
（2022年3月末現在）

※ 基本的資産配分比率は、原則として年1回見直します。
※ 四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

特にESG/SDGsを
重視した運用

26％
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■ RM国内株式ESGマザーファンドおよびRM先進国株式ESGマザーファンドについて

 安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

■ ファンドの目標

1. ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した指数であり、国内株式を対象とした株価指数であるＭＳＣＩ ジャパン ＩＭＩ指数の構成銘柄から、相対的にＥＳ
Ｇ評価の高い銘柄を選定することで構築される指数で、配当を考慮したものです。

2. ｢ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発したＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リ
ーダーズ指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（米ドル
ベース）は、日本を除く世界の先進国の株式から、相対的にＥＳＧ評価の高い銘柄を選定することで構築される指数で、配当を考慮し
たものです。

＊

＊

 投資対象等
RM国内株式ESGマザーファンドは、国内の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣI ジャパン ＥＳＧ セレク

ト・リーダーズ指数 （配当込み）＊1の動きに連動する投資成果を目指します。

RM先進国株式ESGマザーファンドは、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）＊2の動きに連動する投資成果を目指します。

以下、当資料を通じ、上記投資対象を総称して「ESG株式マザーファンド」といいます。

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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 当ファンドの投資対象とした理由
ESG株式マザーファンドを当ファンドの投資対象とすることで、相対的にESGに関して優れた取組み

を行う企業に対し重点的に投資を行うことができるため、国内株式または先進国株式の代表的指数で
ある東証株価指数（配当込み）＊1あるいはＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）＊2をベ
ンチマークとするマザーファンドを投資対象とする場合と比較し、ESGの取組みに積極的な企業の活動
をより促進することで持続可能な社会の実現にも資することができると考えています＊3。

また、今後ESGに関して優れた取組みを行う企業が一層の注目を浴びた場合には、ＭＳＣI ジャパン
ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数が東証株価指数を、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数がＭＳＣＩ
－ＫＯＫＵＳＡＩ指数をアウトパフォームすることが期待でき、結果としてお客さまの中長期的な資産形成
にも寄与するものと考えています。

＊

＊

1. 「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）」は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・
ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、ＴＯＰＩＸに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研又
は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

2. 「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して
計算したものです。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象と
して算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

3. RM国内株式ESGマザーファンドにおいて、「ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）」を、 RM先進国株式ESG
マザーファンドにおいて、「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）」をベンチマーク指数として採用し
た理由については、当資料9頁をご覧ください。

＊

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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 提供元
ＭＳＣI ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）およびＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダ

ーズ指数（配当込み、米ドルベース）は、MSCI社が開発・提供しています。MSCI社は、アメリカに本拠
を置く世界有数の金融サービス提供会社で、世界の主要株式市場を対象とした株式に関する指数を多
数算出・提供しています。

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）

 構成銘柄
ＭＳＣI ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）は、国内の上場株式等（不動産投資信託

証券を含む）を対象とした株価指数であるＭＳＣＩ ジャパン ＩＭＩ指数を構成する銘柄のうち、ＭＳＣＩ Ｉｎ
ｃ．独自のＥＳＧ評価が高い銘柄から構成されます。

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）は、先進国の上場・店頭登録株
式等（DR（預託証券）等を含む）を対象とした株価指数であるMSCI-KOKUSAI指数を構成する、日本
を除く先進国の銘柄のうち、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．独自のＥＳＧ評価が高い銘柄から構成されます。

 特徴

①MSCI Inc.独自のESG評価モデルを用います。当該モデルは、評価対象企業に対し、当該企業が属
する業種が直面するESG上のリスクや機会は何か、当該企業にとってそれらがどの程度大きく、ど
の程度マネジメントを行っているかを測定・分析し、同業種他社と比較することを目的としています。

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）

■ ESG株式マザーファンドのベンチマークについて

 特徴（続き）

②企業に対するESG評価は最終的にAAA～CCCの7段階のESG格付で表され、格付がBB以上
（7段階のうち上位5段階目まで）の企業が選別されます。

〈格付決定プロセス〉

1. 業種別に、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が独自にE/S/Gそれぞれに設定している細項目（Key Issue）のうち関連が深いものを選定し、それが

リスクまたは機会として顕在化するまでの時間の長短および環境・社会に与える影響の大小の2軸をもとにウエイト配分を決定

する。

2. E/S/Gそれぞれに選定された細項目をもとに、E/Sに対しては、エクスポージャー（経済的なリスクの程度）の大きさとそれに対

するマネジメントがどの程度なされているかを、Gに対しては、企業統治上のリスクに関する評価を減点方式で勘案し、E/S/G

それぞれに0～10の点数を付与する。

3. 上記1.で決定したウエイト配分をもとに、上記2.でE/S/Gそれぞれに付与した点数を、加重平均したうえで同業種他社との比

較を踏まえ調整を行い、0～10の点数を算出する。

4. 算出された点数を格付表にあてはめ、格付を決定する。

③E/S/Gそれぞれの要素に負の影響を与える可能性がある不祥事について分析し、11段階のうち上
位8段階目までの企業が選別されます。

④MSCI ジャパン IMI指数を構成する銘柄、またはMSCI-KOKUSAI指数を構成する日本を除く先
進国の銘柄の中から、業種分類（GICS：Global Industry Classification Standard）ごとに
時価総額50%を目標として、指数を構成する企業が選別されます。

⑤MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数においては、非人道的兵器や核兵器製造などに関与する
企業、アルコールやギャンブルなどから一定以上の収益を得ている企業は指数の構成銘柄から除外
されます。

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）

■ ESG株式マザーファンドのベンチマークについて

〈格付決定プロセス図〉

＊３ : 経済的なリスクの程度
※ ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.の資料に基づき、りそなアセットマネジメントが作成

事業セグメント、
地域構成

公開データ ： 企業の財務と持続可能性に関するディスクロージャー、官公庁・学術データ、報道資料 など

取締役会構成、役員報酬、
会計基準

エクスポージャー＊3 マネジメント

各細項目＊2の評点

ESG細項目＊2加重平均評点＊1

ESG格付

業種調整後評点＊1

同業種ごとに調整する

評点と格付の対応表にあてはめる

E/S/Gそれぞれの評点を重要度加重平均する

環境（E）の総合評点

戦略、
経営能力

各細項目＊2の評点

社会（S）の総合評点 ガバナンス（G）の総合評点

各細項目＊2の評点

リスクに関する減点

E/S/Gそれぞれの評点を各細項目＊2の重要度加重平均に基づいて決定する

考慮要素
の例

戦略、
経営能力

事業セグメント、
地域構成

エクスポージャー＊3 マネジメント

＊1 ： 0～10の点数を算出
＊2 : 業種別にＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が独自にE/S/Gそれぞれに設定している細項目（Key Issue)

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。



9

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）

■ ESG株式マザーファンドのベンチマークについて

 当社が「ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）」、および 「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ
ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）」をマザーファンドのベンチマーク指数として採用し
た理由

①両指数は、業種の偏りを抑える手法で構築されており、時価総額加重平均型指数として代表的な、
国内株式を対象とする東証株価指数、または日本を除く先進国株式を対象とするＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳ
ＡＩ指数との比較において、極端なリスク特性の違いが生じないため、国内株式市場全体あるいは日
本を除く先進国市場全体に投資を行う際のベンチマークとして相応しいものと判断しました。

②両指数の構成銘柄を決定するＭＳＣＩ Ｉｎｃ．のESG評価は、E/S/Gそれぞれの大項目を35の細項目
（202２年６月末現在）に区分して行われます。細項目の内容に、当社の設定しているマテリアリティ
（重要課題）が包含されているものと判断しました。

③両指数の構成銘柄を決定するＭＳＣＩ Ｉｎｃ．のESG評価手法は、企業の公開情報のみならず様々な
情報を多角的に考慮するものであり、十分な客観性があるものと判断しました。

④両指数の構成銘柄を決定するＭＳＣＩ Ｉｎｃ．のESG評価手法や結果などは公開されており、十分な
透明性があるものと判断しました。

（ご参考） 世界的にも著名な機関投資家であるGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が、「ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リ
ーダーズ指数（配当込み）」に連動するパッシブ運用を行っています。（202２年９月末現在）

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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〈当社の設定しているマテリアリティ（重要課題）〉

気候変動

企業活動およびバリューチェーンにおける温室効果
ガスの排出。エネルギー（再生可能エネルギー、非再
生可能エネルギー）の使用。気候変動への適応、物理
的なリスクの評価、マネジメントを含む。

生物多様性と
森林保全

児童労働、強制労働

製品の品質と安全性
製品・サービスの

社会的影響

ダイバーシティと
インクルージョン

腐敗防止

企業活動に伴う天然資源の採取、土地の開発・利用
などによる、森林破壊、動植物の種や遺伝的多様性、
自然生態系への影響。

企業活動およびサプライチェーン全体を通じた児童
労働および強制労働への関与。正規雇用、非正規雇
用のいずれの労働にもあてはまる。

製品の品質と安全性の確保。消費者の十分な情報に
基づく選択を可能とするための、公正で責任あるマ
ーケティング・コミュニケーション。

企業のあらゆる階層（取締役を含む）におけるダイバ
ーシティと機会均等。差別とハラスメント。

贈収賄、ファシリテーション・ペイメント、詐欺、強要、
談合、マネーロンダリング。企業活動およびバリュー
チェーンにおける関与を含む。
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■ ESG株式マザーファンドのベンチマークについて

〈ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．のE/S/G課題 細項目〉

※ ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.の資料に基づき、りそなアセットマネジメントが作成

E

気候変動
▷ 二酸化炭素排出
▷ 製品の総二酸化炭素排

出量可視化

▷ 環境インパクト金融
▷ 気候変動への脆弱性

自然資本
▷ 水資源の枯渇
▷ 生物多様性と土地の利

用

▷ 天然資源の調達

環境汚染・
廃棄物

▷ 有害物質の排出と廃棄
▷ 包装材の廃棄

▷ 電子機器の廃棄

環境に関する
市場機会

▷ クリーンテクノロジー
▷ 環境配慮型建築物

▷ 再生可能エネルギー

S

人的資本
▷ 労働管理
▷ 健康と安全

▷ 人材開発
▷ サプライチェーン上の労

働規範

製造物責任

▷ 製品の安全性と品質
▷ 化学物質の安全性
▷ 金融分野の消費者保護

▷ プライバシーとデータの
防衛

▷ 責任ある投資
▷ 健康と人口統計上の危

機

利害関係者の
対立

▷ 希少資源
▷ コミュニティ間の関係

社会に関する
市場機会

▷ コミュニケーションの機
会

▷ 金融サービスの利用機
会

▷ ヘルスケアの利用機会
▷ 栄養学と健康

G

企業統治
▷ オーナーシップとコント

ロール
▷ 議決権行使

▷ 報酬
▷ 会計報告

企業行動
▷ ビジネス上の倫理
▷ 納税の透明性

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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■ ESG株式マザーファンドのベンチマークに対するエンゲージメント活動

 当社は、パッシブ運用ファンドでベンチマークとして採用している各種指数について、その指数の構築手
法や市場に提供する価値などについて、それぞれの指数の提供元（ベンダー）に対して、定期的に対話・モ
ニタリングを行う指数エンゲージメントを実施しています。

 当社は、ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）などのESG関連指数の特性につい
ては、指数構築時の指数ベンダー独自のESG分析・評価が大きな影響を与えるため、通常の指数と比較
してより慎重なモニタリングやESGにフォーカスした対話が必要であると考えています。そのため、ESG
関連指数では、上記の内容に加えて以下の観点からも指数エンゲージメントを実施しています。

透明性

ガバナンス

• 企業データの取得プロセス
• 取得したデータの正確性検証プロセス

品質評価 モニタリング

人材・体制

情報開示

情報障壁

データの正確性

〈項目の例〉

• スコアリングやメソドロジーの評価・検証プロセス
• ESG評価への新規データ導入プロセス

• グローバルでの組織（ESGアナリスト）体制
• 専門人材の確保と育成

• メソドロジーの詳細な開示がされているか
• コンサルテーションの実施が定期的にされているか

• 体制の分離がされているか
• ウォールが確保されているか

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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業種別構成比（2022/9末時点 GICS11業種）

構成上位5銘柄（2022/9末時点）

指数のパフォーマンス推移比較

期間：2009年11月末～2022年9月末
※2009年11月末を10,000として指数化

・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・上記は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
・Bloombergデータ等に基づき、りそなアセットマネジメントが作成
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ESG セレクト・

リーダーズ指数

 Scope1  Scope2  Scope3

指数に関する温室効果ガス排出量＊比較（2022/6末時点）

・ISS社のデータ等に基づき、りそなアセットマネジメントが作成

Scope1 ：

当該企業が自ら燃料の燃焼や工業活動

によって直接に排出した温室効果ガス

Scope2 :

当該企業が他者から供給された電気や

熱等の使用に伴って間接に排出した温

室効果ガス

Scope3 :

Scope1、Scope2以外で、当該企業

の活動に関連して他者が排出した温室

効果ガス（tCO2e／投資金額100万ドル）

＊各指数の構成銘柄の時価総額あたり温室効果ガス排出量に構成割合に応じた投資金額を乗じたものの和。

銘柄名 比率

1 トヨタ自動車 7.8%

2 ソニー 4.6%

3 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.0%

4 第一三共 2.8%

5 KDDI 2.7%

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）
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■ ご参考 ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に関するデータ

銘柄名 比率

1 マイクロソフト 7.8％

2 アルファベット（クラスA, Cの合計） 5.3％

3 テスラ 3.3％

4 ジョンソン＆ジョンソン 2.0％

5 エヌビディア 1.4％

業種別構成比（2022/9末時点 GICS11業種）

構成上位5銘柄（2022/9末時点）

指数のパフォーマンス推移比較

期間：2007年9月末～2022年9月末
※2007年9月末を10,000として指数化

・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・上記は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。
・Bloombergデータ等に基づき、りそなアセットマネジメントが作成

（tCO2e／投資金額100万ドル）

指数に関する温室効果ガス排出量＊比較（2022/6末時点）

・ISS社のデータ等に基づき、りそなアセットマネジメントが作成

Scope1 ：

当該企業が自ら燃料の燃焼や工業活動

によって直接に排出した温室効果ガス

Scope2 :

当該企業が他者から供給された電気や

熱等の使用に伴って間接に排出した温

室効果ガス

Scope3 :

Scope1、Scope2以外で、当該企業

の活動に関連して他者が排出した温室

効果ガス

＊各指数の構成銘柄の時価総額あたり温室効果ガス排出量に構成割合に応じた投資金額を乗じたものの和。

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ（愛称 ： SaitamaDGs）
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■ RM国内債券マザーファンド（埼玉重視型）について

 投資対象
RM国内債券マザーファンド（埼玉重視型）（以下、「国内債券MF（埼玉）」）は、わが国の国債および

埼玉県が発行する公募地方債を主要な投資対象＊としています。

* 埼玉県が発行する公募地方債の発行状況や市況状況および純資産総額の水準等により、当該地方債に投資を行わない、もしくは投資
比率が低位となる場合があります。

 資産構成
2022年9月末現在、国内債券MF（埼玉）の純資産総額のうち約90％（当ファンド全体では約16％）

にあたる埼玉県債を保有しています。

 当ファンドの投資対象とした理由
りそなグループでは、SDGs達成に向け、優先的に取り組むべき優先課題(マテリアリティ)として「地

域」をあげており、地方経済の活性化をテーマに掲げています。

埼玉県が発行する公募地方債に投資を行う国内債券MF（埼玉）を当ファンドの投資対象とすること
で、埼玉の社会課題を解決したいとお考えの投資家さまと、埼玉県の資金調達ニーズをつなげ、埼玉県
の地域経済の活性化や暮らしやすい街づくりなどの地方創生を支援し、持続可能な地域の発展、ひいて
は持続可能な社会の実現に資することができると考えています。

また当ファンドは、地域に根ざした地方銀行である埼玉りそな銀行を販売会社とするファンドであり、
お客さまは埼玉県にお住まいになっているなど埼玉県にご縁をお持ちの方が中心のようです。

（ご参考）
当ファンドでは、販売会社の埼玉りそな銀行および当社が得る、販売手数料や信託報酬の一部を埼玉県に寄附し、埼玉県の医療体制の整
備・強化に貢献しています。



りそなアセットマネジメントの

スチュワードシップ活動について



りそなアセットマネジメントとESG
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■ りそなアセットマネジメントとは

• 当社は、りそなグループの資産運用会社として2015年8月に設立されました。2020年1月にはりそな銀
行信託部門の運用機能を集約、国内有数の運用資産規模を持つ運用会社となっています。

• りそなの資産運用の歴史は約６０年にわたります。主に企業年金や公的年金の運用を行う中で、長期的に
持続可能で安定したリターンをご提供するためのノウハウを培ってまいりました。

• りそなグループはリテールNo.1を目指す国内の商業銀行グループです。グループ内外のネットワークと長
年の年金運用で培ってきた運用力を組み合わせることで、真にお客さまに必要とされる商品・サービスを
ご提供してまいります。

129名約 40兆円約 60年

※2022年9月末現在

約40兆円



りそなアセットマネジメントとESG

17

■ りそなアセットマネジメントのパーパス(存在意義)

当社が将来世代に対しても提供する豊かさ・幸せを提供するために目指すもの

未来のあるべき経済システム像

サステナブル
な環境

企業文化、
企業のパーパス

お客さまのサステナビリティ

サステナブル
な環境

企業文化、
企業のパーパス

インクルーシブ
な社会経済

• 当社のパーパスは「将来世代に対しても豊かさ・幸せを提供」することです。当社は、投資先企業だけでな
く、企業活動の基盤である社会・環境がサステナブルであることが、お客さまからの受託資産を守り、お客
さまのサステナビリティを支えることに繋がると考えています。

• 当社は責任投資活動の実践を通じて、将来世代に対しても豊かさ・幸せを提供するために、当社の考える
「未来のあるべき経済システム像」を実現していくことで、責任ある投資家として、受託者責任を果たして
まいります。



サステナブルな環境
長期視点からこれまでの直線的な生産・消
費・廃棄モデルから循環型モデルへの転換

企業文化、企業のパーパス
企業文化と企業理念の理解、企業の目的・
役割、取締役会の機能役割の再認識

インクルーシブな社会経済
公平な移行による持続可能な社会を実

現できる社会・経済システム

●サプライチェーンにおける児童労働・強制
労働の対策、労働条件の改善

●サステナブル・フード・サプライチェーン

●ダイバーシティとインクルージョン
労働安全・衛生、従業員のウェルビーイング

<エンゲージメントアジェンダ＞

１

●生物多様性と森林保全

●資源の利用、
資源循環（海洋プラスチック）

●気候変動

●企業倫理/フェアな企業行動、腐敗防止

<エンゲージメントアジェンダ＞ <エンゲージメントアジェンダ＞

2 3

当社のスチュワードシップ活動の目的
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りそなアセットが目指す「未来のあるべき経済システム像」の３つの柱

■ りそなアセットマネジメントが目指す 「未来のあるべき経済システム像」

• 運用機関は、当然ながら資産運用を通じてお客さまの最善の利益を追求する責務があります。同時に、当
社ではお客さまのリターンの拡大を中長期的に図るには、投資先となる企業や、その企業を支える社会全
体や環境のサステナビリティも重要であると考えています。

• 将来世代に対しても豊かさ・幸せを提供するために、お客さまの中長期的なリターンの拡大を図り、企業お
よび社会・環境のサステナビリティも同時に実現する「未来のあるべき経済システム像」を目指し、①インク
ルーシブな社会経済、②サステナブルな環境、③企業文化、企業のパーパスという３つの柱に基づいて、積
極的なスチュワードシップ活動を進めてまいります。



■ マテリアリティ(重要課題)の特定

マテリアリティマッピング

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
上
の
重
要
性

※上記マテリアリティマッピングは、BSRの知見を参考に当社が作成したものです
長期的パフォーマンスにおける重要性

長期的パフォーマンスにおける重要性

サステナビリティ上の重要性

外部機関の知見も取り入れ、客観的な視点か
ら、ESG課題の中でサステナビリティ上の重
要度を点数化し、マッピングを行っています。

その企業にとって、パーパスに沿った取り組
みやすい課題であるか等に着目して評価し、
点数化します。また、特に企業リスクになり
うるものは重要性が高いと位置づけ、マッピ
ングを行っています。

当社が考えるESG課題について
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※上記マテリアリティマッピングは、BSRの知見を参考に当社が作成したものです

• 当社は、「未来のあるべき経済システム像の実現」に向けて、マテリアリティ（重要課題）の見直しを継続的に行っています。

• マテリアリティの特定にあたっては、責任投資会議や責任投資検証会議の意見、当社の関連方針、国内外のESGトレンド
（政策動向、ガイドライン、株主提案、インシデント等)を踏まえ、ESG課題リストを作成し、各ESG課題について、サステナ
ビリティ上の重要性と、長期的運用パフォーマンスにおける重要性の２軸による評価を行います。

• この評価基準に基づき、各ESG課題をマップ上に並べ、特に取り組むべきESG課題＝マテリアリティ（重要課題）を特定し
ます。



■ パッシブ運用におけるスチュワードシップ活動全体のプロセス

当社におけるスチュワードシップ活動の全体像について
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（1）エンゲージメントアジェンダの
設定

（2）設定したアジェンダに基づいた
エンゲージメントの実施

（3）対話・エンゲージメント等の結
果を踏まえた適切な議決権行使

• 主にE（環境)とS(社会)に関連するテーマをグローバルイシュー、G(ガバナ
ンス)とD(情報開示)をローカルイシューとして設定します。

• 特にグローバルイシューについてはトップダウンアプローチによって、課題の
絞り込みを行いエンゲージメントアジェンダを決定します。

• エンゲージメントアジェンダやローカルイシューから、活動テーマを設定し、
資産別・テーマに沿ったエンゲージメント手法を選択します。

• また、定量的・定性的に対象企業の選定を行い、エンゲージメントを実施し
ます。

• 実効性・効率性の観点から協働エンゲージメントも活用します。

• 対話やエンゲージメント等の結果を踏まえつつ、当社で定める「グローバル・
ガバナンス原則」や「議決権に関する行使基準」をもとに、適切な議決権行使
を行います。

マテリアリティの特定/見直し

プ
ロ
セ
ス

• 当社のパッシブ運用におけるスチュワードシップ活動は、ESGの側面から企業の持続可能性の評価・改善を促すアプロー
チをプロセスの中心に据えつつ、適切な課題設定のもとでエンゲージメントを行い、株式市場全体の持続的な引き上げを
図ることを目標としています。

• 目標の達成のため、特定したマテリアリティ（重要課題）を中心に以下のプロセスに従ってスチュワードシップ活動を行っ
ています。



■ ２０２1年度のエンゲージメントアジェンダ

当社のエンゲージメントアジェンダについて
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• マテリアリティ(重要課題)に基づいたグローバルイシューの設定後、当社の考える「未来のあるべき経済システム像」やパ
リ協定・SDGｓなどの「あるべき未来」からバックキャストし、トップダウンアプローチによって数あるグローバルイシューか
らテーマの絞り込みを行うことで、エンゲージメントアジェンダ（グローバルイシュー関連）を決定します。

• 2021年度のエンゲージメントアジェンダは、新型コロナウイルスによるESGの重要性の変化なども勘案し、以下のように
定めています。

２０２1年度のエンゲージメントアジェンダ

気候変動/脱炭素

サステナブル・フード・サプライチェーン/食の持続可能性（ATNI）

生物多様性/森林破壊防止

労働慣行・人権問題

循環経済問題

E

E

E

S

S



■ パッシブ運用におけるエンゲージメント活動について

当社のエンゲージメント活動について

22

活動テーマ

りそなアセット
マネジメント

エンゲージメント
対象企業

インハウス・エンゲージメント

協働エンゲージメント

エンゲージメント
アジェンダ（E・S)

ガバナンス（G)

情報開示（D)

マテリアリティとの
関連・影響度等、
独自の視点で

投資先企業から選定

• 当社は、エンゲージメントアジェンダやローカルイシュー（ガバナンス・情報開示）から活動テーマを設定し、マテリアリティ
との関連度などから定量的・定性的に対象企業の選定を行います。

• また、実効性・効率性の観点からグローバルのプラットフォームを活用した協働エンゲージメントも活用していきます。

• エンゲージメント活動の結果や進捗状況については、社内会議で報告を行うとともに、エンゲージメントレポートを作成し
対外的にはスチュワードシップレポートにてその内容を開示しています。（詳細は24頁のリンク先をご参照ください）



■ アクティブ運用におけるエンゲージメント活動について

当社のエンゲージメント活動について
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アクティブ運用における独自の投資哲学に基づくESGの取組み

資産/
ストラテジー

投資哲学上の
重要な課題

パフォーマンス
への主なパス

インテグレーションと
対話・エンゲージメントのポイント

株
式

バリュー
企業の構造改革

割安理由
インテグレーション
エンゲージメント

• 企業価値向上への経営者の意識
• コーポレートガバナンス
• 課題認識と対応施策の妥当性

小型株
社会の構造変化

経営者
インテグレーション
エンゲージメント

• 社会構造の変化と企業成長の関わり
• 経営者の理念

グローバル
企業

競争力の継続的向上
インテグレーション
エンゲージメント

• 企業アイデンティティに親和する戦略
• 戦略実行の仕組みと企業文化
• 継続的改善への取組み

市場株 利益成長の持続性
インテグレーション
エンゲージメント

• 社会的要請・課題と企業の関わり
• 資本市場との対話のあり方

クオンツ 企業の持続可能性 インテグレーション • 価値創造プロセスへのESGの織り込み度合い

インパクト
投資

サステナブル目標
インテグレーション
エンゲージメント

• 気候変動に関するエンゲージメント・テーマ
• 持続可能で住みよい日本社会実現のためのエン

ゲージメント・テーマ

債券クレジット
財務安定性

持続的な資金調達
インテグレーション
エンゲージメント

• 長期的・安定的なキャッシュフローの創出
• 債券投資家への情報開示

• 当社では、パッシブ運用においてエンゲージメントアジェンダに沿ったエンゲージメント活動を行うことに加え、アクティブ
運用においては、より一層の企業価値向上の観点から、各プロダクトごとの独自の投資哲学に基づいた対話エンゲージメ
ントを行っています。



■ 議決権行使の具体的なプロセス

当社の議決権行使について
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①議決権行使基準を責任投資会議で協議、決定します。

②個別議案の議決権行使は、①で決定した行使基準に基づき責任投資部長が行使内容を決定します。
特に重要な議案については責任投資会議で協議を行います。

③責任投資検証会議において行使内容の検証を行います。

■ エンゲージメント・議決権行使の活動内容開示

• 当社は、投資先企業のコーポレートガバナンス向上に重要な責任を負い、投資先企業を通じて環境・社会に大きな影響を
及ぼしていること、また、それらの変化は当社の運用成果にも影響を及ぼすものであると認識しています。

• このような認識のもと、内外株式を横断した「グローバル・ガバナンス原則」と、内外株式それぞれの「議決権に関する行使
基準」を制定し、対話・エンゲージメント等の結果を踏まえたうえで以下のようなプロセスに沿って適切な議決権行使を行
っています。

【協働エンゲージメント等の取組状況】
https://www.resona-am.co.jp/investors/engagemento_katsudou.html

【エンゲージメントレポート】 （スチュワードシップレポートの60頁以降をご参照ください。）
https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2021-2022.pdf

【議決権行使の取組状況】
https://www.resona-am.co.jp/investors/giketuken.html

https://www.resona-am.co.jp/investors/engagemento_katsudou.html
https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2021-2022.pdf
https://www.resona-am.co.jp/investors/giketuken.html


信託財産等の運用にあたっては、投資先企業の財務情報に加え、環境・社会・企業統治（ESG：
Environment, Social and Corporate Governance）にかかる課題への対応を含む非財務情報に
ついても十分に把握・分析し、中長期的視点から企業の価値向上や持続的成長を促します。これらを通じて
信託財産等の価値の増大に努めます。

■ 責任投資にかかる基本方針

■ スチュワードシップ活動概要

責任投資にかかる基本方針における具体的な取り組みとして、「投資の意思決定プロセスへのESGの組込
み」、「建設的な対話・エンゲージメント」、「適切な議決権行使」を行っています。
当社は、これらの活動によって企業価値の向上とお客さまのリターンの拡大の両立を目指し、ひいては、「未
来のあるべき経済システム像」の実現を目指してまいります。

未来のあるべき経済システム像へ

【ご参考】当社のESG投資の方針・体制について
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スチュワードシップコードの方針に
沿った取組みの達成状況を評価し、
改善点や課題を報告することで次
年度の活動につなげています



■ スチュワードシップ活動体制

受託者としてのスチュワードシップ責任を適切に果たし、投資先企業の成長に資する取組み、並びに持続可
能な社会への実現への取組みが行えるよう、「責任投資会議」を中心に当社資産運用部門の知見を結集して
活動を行っています。

責任投資
ミーティング
(週次)

社長・資産運用部門の
主要メンバー

(担当役員・部長等）

責
任
投
資
会
議
の
協
議
議
案
へ
反
映

責任投資
ミーティング
(週次)

社長・資産運用部門の主要メンバー
(担当役員・部長等）

■ スチュワードシップ活動の状況開示

責任投資部

パッシブ・エンゲージ
メントの主体としての

視点・情報

株式運用部

債券運用部

アクティブ・エンゲージ
メント主体としての視

点・情報

投
資
先

【ご参考】当社のESG投資の方針・体制について
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責任投資
ミーティング
(週次)

社長・資産運用部門の主要メンバー
(担当役員・部長等）

責任投資会議
PDCAサイクルを推進する中心的なプラットフォーム

議長：社長

社外有識者 水口 剛教授 各運用部（株式・債券）

・知見

・牽制機能

・アクティブエンゲージメント
主体

会議構成メンバー

責任投資部 コンプライアンス部門

・責任投資会議事務局

・パッシブ・エンゲージメント主体

・議決権行使

・牽制・監督機能

責任投資検証会議 モニタリング機能

【責任投資にかかる基本方針】
https://www.resona-am.co.jp/about/ri_kihon.html

【スチュワードシップ活動全体についての報告】
https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2021-2022.pdf

https://www.resona-am.co.jp/about/ri_kihon.html
https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2021-2022.pdf
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ファンドの目的・特色など

 ファンドの目的

安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

 ファンドの特色
①各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分

散投資します。

②中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築を目指します。

③実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

 分配方針
原則、毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、以下の収益分配方

針に基づいて分配を行います。
① 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。
② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配

対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 ファンドの仕組み

投資者
（受益者）

ベビー
ファンド

埼玉りそな・
グローバル
バランス・

プラスＥＳＧ

RM国内債券マザーファンド
（埼玉重視型）
対象指数：なし

RM新興国株式マザーファンド
対象指数：MSCIエマージング・マーケット

指数（配当込み、円換算ベース）

ＲＭ先進国債券マザーファンド
（為替ヘッジあり）
対象指数：FTSE世界国債インデックス（除

く日本、円ヘッジ・円ベース）

RM新興国債券マザーファンド
対象指数：JPモルガンGBI―EMグローバ

ル・ダイバーシファイド（円換算
ベース）

RM国内株式ESGマザーファンド
対象指数：MSCI ジャパン ESG セレク

ト・リーダーズ指数（配当込み）

RM先進国株式ESGマザーファンド
対象指数：MSCI-KOKUSAI ESG リー

ダーズ指数（配当込み、円換算
ベース）

RM国内リートマザーファンド
対象指数：東証REIT指数（配当込み）

RM先進国リートマザーファンド
対象指数：S&P先進国REIT指数（除く日

本、配当込み、円換算ベース）

国内
債券

先進国
債券

国内
株式

新興国
債券

新興国
株式

先進国
株式

国内
リート

先進国
リート

マザーファンド

世界各国の
債券・
株式・

リート等

申込金

損益
分配金
解約金

投資

損益

ファンド名 投資対象とするマザーファンド名

ＲＭ先進国債券マザーファンド
対象指数：FTSE世界国債インデックス（除

く日本、円換算ベース）

先進国
債券

投資

損益

※資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準
となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記の
ような運用ができない場合があります。

 国内株式および先進国株式に投資を行う2つのマザーファンドにおいて、特に

ESG/SDGsを重視した運用を行います。

 国内債券に投資を行うマザーファンドにおいて、埼玉県が発行する公募地方債も主

要投資対象とします。

※ 埼玉県が発行する公募地方債の発行状況や市況状況および純資産総額の水準等により、
当該地方債に投資を行わない、もしくは投資比率が低位となる場合があります。



流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取
引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買
により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価
格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場
合、基準価額が下落する要因となります。

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治や経済、社会情勢等の変化または金
融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている
有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価
額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となる
ことがあります。
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投資リスクなど

 投資リスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値
動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はす
べて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま
の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損
失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯
金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがありま
す。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎
重にご判断くださいますようお願いします。

市場
リスク

株価変動
リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それ
らに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した
場合は、基準価額の下落要因となります。

金利
（債券価格）
変動リスク

金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部
評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇
（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりし
た場合は、基準価額の下落要因となります。

リートの
価格変動

リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、
社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により
変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場
合は、基準価額の下落要因となります。

為替変動
リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要
因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行い
ますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の
下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為
替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替
変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相
当分のコストがかかります。

資産配分リスク
複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資
割合が高い資産の価格が下落した場合、当ファンドの基準価額はより
大きく影響を受け損失を被ることがあります。

信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体
の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当
該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、
基準価額の下落要因となります。

* 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。

 その他の留意点
 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じ

マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出
入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等
が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や
主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低
下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリス
クがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込
みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基
準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファ
ンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え
て行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部
が、実質的な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。

 マザーファンドが対象とする指数の著作権等について
ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
クスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。

ＲＭ先進国債券マザーファンド
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、米

ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、米
ドルベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益
率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの
知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
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お申込みメモなど

 お申込みメモ

購入単位
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳し
くは販売会社にご確認ください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額（１万口当たり）

換金単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社に
ご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額（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
原則として、購入・換金のお申込みについては、各営業日の午後3時までに受け
付けた分（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日のお申込み分とし
て取扱います。

購入・換金申込
受付不可日

以下の日は、購入・換金のお申込みを受付けません。
ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行およびロンドン証
券取引所の休業日

換金制限
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場合があり
ます。

購入・換金申込
受付の中止
および取消

金融商品取引所等における取引停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情が発生した場合には、購入・換金のお申込みの受付けを
中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取消すことがありま
す。

信託期間 2030年8月20日まで（2020年9月25日設定）

繰上償還

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
と合意の上、繰上償還することができます。
◦ 信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
◦ 繰上償還することが受益者のため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。

決算日 年１回決算 8月20日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

原則として年１回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、
分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
※ファンドには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。販売会

社によりどちらか一方のコースのみの取扱いの場合があるため、詳しくは販売
会社にご確認ください。

課税関係

当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税
法上、「NISA（少額投資非課税制度）」および「ジュニアNISA（未成年者少額投資
非課税制度）」の適用対象です。配当控除・益金不算入の適用はありません。税法
が改正された場合などには、変更となることがあります。

 マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

ＲＭ新興国債券マザーファンド
「ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）」は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグロ

ーバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。ＪＰモルガ
ンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（米ドルベース）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエル
シー（J.P.Morgan Securities LLC）が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国
債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

ＲＭ国内株式ＥＳＧマザーファンド
ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した「ＭＳＣＩ ジャパン ＥＳＧ セレクト・リーダーズ指数（配当込み）」は、国内株式を対

象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利は
ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。

ＲＭ先進国株式ＥＳＧマザーファンド
「ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発したＭ

ＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したもので
す。ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＳＧ リーダーズ指数（米ドルベース）は、日本を除く世界の先進国の株式を対象
として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＭ
ＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。

ＲＭ新興国株式マザーファンド
「ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）」は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指

数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数
（米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

ＲＭ国内リートマザーファンド
「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）全銘柄を対象
として算出した東証ＲＥＩＴ指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に
関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会
社に帰属します。

ＲＭ先進国リートマザーファンド
「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配

当込み）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み）
は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLCが有するＳ＆Ｐグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動
産投資信託（ＲＥＩＴ）および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数で
あり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はＳ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属し
ます。
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ファンドの費用など

 ファンドの費用

 お客さまが直接的にご負担いただく費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に対して、年率0.88％(税抜0.8％)を乗じて得
た額とします。
信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払
われます。

※ 運用管理費用の配分には、別途消費税等相当額がかかります。

その他の
費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプ
ション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、信託
財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等（これらの消
費税等相当額を含みます。）は、その都度（監査費用は日々）ファンドが
負担します。これらその他の費用・手数料は、信託財産の運用状況等に
より変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等
を記載することができません。

運用
管理
費用
の

配分

支払先 配分 主な役務

委託
会社

年率
0.385％

ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開
示資料作成等の対価

販売
会社

年率
0.385％

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内
でのファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価

受託
会社

年率
0.030％

運用財産の管理、委託会社からの指図の実
行の対価

 お客さまが間接的にご負担いただく費用

※上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。
※左下記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を

事前に示すことができません。

 当資料についての留意事項
 当資料は、りそなアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、

投資信託説明書（交付目論見書）および一体としてお渡しする「目論見書補完書面」等を販売会社より
お渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、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、基準価額は変動します。したがって、投資者
のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割込むことがあります。

 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
 投資信託は預金や保険契約ではなく、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。また証券会社以外でご購入された場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
 投資信託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。
 当資料は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保

証するものではありません。
 運用実績等の記載内容は過去のものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。
 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利は、その発

行者および許諾者に帰属します。
 当資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

購入時 購入時手数料

購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として、販売会
社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。詳
しくは販売会社にご確認ください。
※ 購入時手数料は、商品や関連する投資環境の説明・

情報提供等、および購入に関する事務コストとして
の対価です。

換金時 信託財産留保額 ありません。

 販売会社について

当ファンドを取扱う販売会社は以下をご覧ください。
https://www.resona-am.co.jp/fund/120017/sales.html

https://www.resona-am.co.jp/fund/120017/sales.html

