
《ファンドの戦略 》 《日本設定来分配金再投資一口当り純資産価格（月次）の推移》 《セクター別構成比》 *1
（％） 1月 2月 3月
住宅用モーゲージ証券 80.37 81.66 73.15
投資適格社債 24.05 23.69 24.55
商業用モーゲージ証券 14.35 14.09 14.43
アセット・バック証券 11.67 11.75 10.67

《ファンド設定日 》 CMO* 9.30 8.45 8.97
クラスA米国設定日 ハイイールド社債 7.90 7.82 7.33
クラスM米国設定日 エマージング債 1.48 1.48 1.52
日本設定日 米国国債 0.00 0.00 0.00

キャッシュ等 24.82 25.85 25.56
合計 173.94 174.79 166.18

《３ヵ月間の推移》 *CMO:モーゲージ担保債務証書

＜基本データ＞ 1月 2月 3月 《格付別構成比》 *2
組入銘柄数 1567 1592 1563 （％） 1月 2月 3月
平均ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年） 6.01 5.66 6.02 AAA格 26.17 25.64 26.32
平均クーポン（％） 6.48 6.55 6.10 AA格 2.75 2.40 2.56
平均 終利回り（％） 4.70 5.29 5.22 《一口当り純資産価格と分配金の推移（米ドル）》 A格 8.83 9.01 9.90
分配タイプ 純資産価格 分配金 （税引前） 純資産価格 分配金 （税引前） BBB格 21.27 21.52 21.33

5.89 0.011 2022/10 5.27 0.016 BB格 4.81 5.52 5.25
5.88 0.013 2022/11 5.48 0.016 B格 3.26 1.96 1.76
5.76 0.013 2022/12 5.23 0.259 CCC格以下 2.26 2.02 2.00

＜純資産の推移＞ 1月 2月 3月 5.89 0.013 2023/01 5.34 0.016 格付なし 5.83 6.08 5.32
クラスＭ・百万米ﾄﾞﾙ 39 37 38 5.71 0.016 2023/02 5.18 0.020 キャッシュ等 24.82 25.85 25.56
ファンド全体・百万米ﾄﾞﾙ 1,561 1,509 1,517 5.37 0.016 2023/03 5.26 0.020

※純資産価格は月末値　　※市場環境によっては分配金をお支払いできない場合があります。

《組入上位１０銘柄*》
クーポン（％） 償還日

＜運用成績*＞ 1月 2月 3月 1 5.000 2053/5/1
2.41% -2.62% 1.93% 2 4.500 2053/5/1

3ヶ月 6ヶ月 1年 3 5.500 2053/5/1
1.65% 4.48% -7.16% 4 2.000 2053/5/1

3年 年初来 日本設定来 5 6.000 2053/5/1
-3.07% 1.65% 3.73% 6 2.500 2053/5/1

注）日本設定日：1997年9月2日 7 3.000 2053/4/1
8 4.500 2053/4/1
9 4.000 2053/4/1
10 3.500 2053/4/1
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（税引前）

（右軸）月次分配金

（左軸）純資産価格

（左軸）分配金込み純資産価格*

純資産価格

パトナム・インカム・ファンド
クラスM受益証券 米国籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託（米ドル建て）

月報

2023年3月末現在

当ファンドは、高水準の収益金の獲得と分配を目標としており、主として米ド
ル建ての企業および政府の債務、モーゲージ証券等へ投資します。また、
時々の市場環境に応じて、 も有効とみられる債券分野或は個別銘柄に
機動的な投資配分を行います。

* 分配金をすべて再投資したと想定した場合の一口当り純資産価格
注：上記一口当り純資産価格には税金および手数料等は含まれていません。 また過去の実績であり、

将来の運用成果等を保証するものではありません。

【このレポートをご覧の方は以下の点にご注意ください】
◆本資料はみずほ証券株式会社の販売用資料としてパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「パトナム」）が作成しました。◆本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ここに記載された商品の購入の申込みに当たっては、必ず
新の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。◆本資料はパトナムが情報提供のため信頼できると判断した資料に基づいて作成しましたが、その資料の正確性、完全性および将来の市況環境の変動などを保証するものではあ
りません。◆データは作成基準日時点のものであり、過去の成果が必ずしも将来見込まれる成果を示すとは限りません。◆この投資信託は、値動きのある証券を投資対象としており、一口当り純資産価格は、金利の変動、為替相場の変動、組入れ証券の発行者の経
営・財務状況の変化、それらに関する外部評価の変化、その他のリスクによって変動します。◆純資産価格の変動により投資元本を割り込むことがあります。また為替相場の変動により、換金時の円貨での受取額が投資元本を割り込むことがあります。これらによる損
失は購入者が負担することになります。◆投資信託は、預金保険の対象ではありません。◆登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

*2023年3月末現在、組入上位10銘柄合計の対純資産比率67.75％

販売用資料

*上記はクラスM受益証券の購入時手数料控除前、その他の手数料等控除後の
総合収益率です。分配金（税引前）はすべて再投資したと仮定し、1年以上の期間
は年率換算しています。

*1：2010年7月以降、デリバティブのうち主にポートフォリオの
金利リスク管理のために利用する金融先物取引に係るエ
クスポージャーを控除し、キャッシュ等での調整を行わない
方法を採用しています。その結果、合計値が100%とならな
い場合があります。

*2：格付別構成比においては、ムーディーズ社、S&P社および
フィッチ社のうち、上位の格付を採用しています。
2022年6月から格付別構成比に「キャッシュ等」を追加しま
した。



[ 米国債券市場の概況] [運用状況]

[市場金利の見通しと当面の運用戦略]

[主要セクターの市場動向]
大分類 小分類
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投資適格
社債

商業用
モーゲージ証券

（ＣＭＢＳ）

アセット・バック
証券

（ABS)

証券化
商品

ハイイールド
社債

住宅用
モーゲージ
証券 (MBS)

モーゲージ担保
債務証書
（ＣＭＯ）

社債

市場動向

<市場動向>
3月の米国10年物国債利回りは低下しました。金融引き締め長期化への警戒感が広がっていたものの、相次ぐ国内の銀行の
経営破綻を受けて金融システムへの不安が高まり、金利の低下要因となりました。21-22日の米連邦公開市場委員会
（FOMC）で米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利であるFF金利の誘導目標を0.25％引き上げ、4.75-5.00％とすることを決
定しました。金融不安が高まる中でもインフレ抑制を優先した形となりましたが、FRBは今後の経済指標や信用状況の引き締
まり等を慎重に評価する姿勢を示しました。
指標となる2年、10年、30年物米国国債の月末の利回りは、4.027％（前月比-0.792％）、3.470％（前月比-0.453％）、3.651％
（前月比-0.266％）となりました。

＜為替市場＞
3月の為替市場をみると、米国の金融システム不安を受けて米ドルは主要先進国通貨に対して軟調に推移しました。
3月末の米ドル相場は、対円では前月末比3円31銭円高ドル安の1ドル＝132円86銭となり、対ユーロでは2.63セントドル安ユー
ロ高の１ユーロ＝1.0839ドルとなりました。

月報
2023年3月末現在

販売用資料

米国経済はこれまでのところ底堅く推移していますが、製造業を中心に
鈍化の動きがみられます。また、 近の銀行の経営破綻に伴う金融シ
ステム不安は先行きの不透明感を高めるものとなっています。労働市
場は堅調さを維持しており、インフレ率はFRBの目標値（2％）を上回っ
て推移しています。インフレ抑制には時間がかかるとみられ、FRBは政
策金利を高い水準で維持するとみられます。とはいえ、金融機関の貸
出態度の厳格化や金融環境の引き締まりが徐々に景気に波及すると
みられ、FRBの政策スタンスは一段と慎重にならざるを得ないと考えら
れます。

投資適格社債については中期的に慎重に見ています。銀行の経営環
境の悪化やFRB目標(2%)を大幅に上回るインフレ等、景気後退のリスク
がある中、ファンダメンタルズは良好な状態からやや悪化の兆しを見せ
始めていおり、利益率も中期的に悪化すると思われます。銀行破綻に
伴い今後は貸出基準の厳格化が予想され、商業用不動産への悪影響
が見込まれます。需給面は不調であった2022年から回復傾向にあるも
のの、ヘッジコストが高止まりしていることから海外の機関投資家の需
要は低下したままです。バリュエーション面は年初来では改善傾向にあ
ります。スプレッドは景気後退を下回る水準となっていますが、今後は
セクター間の格差が拡大すると見込まれます。引き続き銘柄選択や配
分に重点を置いて投資機会を探っていきます。証券化セクターにおい
ては、今後繰上償還スピードは鈍化すると見ており、MBSは景気後退
に伴う住宅価格下落や失業等の悪影響等に対して抵抗力があると思
われます。繰上償還に敏感なセクターの現在の価格水準は魅力的なリ
スク調整後リターンが見込まれると見ており、市場環境が安定すればさ
らなる上昇もあり得ます。今後は市場環境の変化に合わせて投資のタ
イミングを図ります。

3月の月次収益率は+1.93%となりましたが、参考指標であるブルーム
バーグ米国総合インデックスの月次収益率（+2.54%）を下回りました。米
銀2行が破綻する中、モーゲージ関連への配分はボラティリティの拡大
に伴いパフォーマンスのマイナス要因となりました。投資適格社債およ
びハイイールド社債への配分は、スプレッドの拡大によりパフォーマン
スのマイナス要因となりました。CMBSへの配分は、若干パフォーマン
スのマイナス要因となりました。

モーゲージ担保債務証書（CMO）は、銀行破綻に伴い市場が混乱する中やや軟調に推移しました。

住宅用モーゲージ証券(MBS)は堅調に推移したものの、ブルームバーグ米国MBSインデックスの3月の
月次収益率はデュレーション調整後の米国国債の月次収益率を1.11％下回りました。

商業用モーゲージ証券(CMBS)は堅調に推移したものの、ブルームバーグ米国CMBSインデックスの3
月の月次収益率はデュレーション調整後の米国国債の月次収益率を1.70％下回りました。

アセット・バック証券(ABS)は堅調に推移したものの、ブルームバーグ米国ABSインデックスの3月の月
次収益率はデュレーション調整後の米国国債の月次収益率を0.60％下回りました。

ハイイールド社債市場は堅調に推移し、JPモルガン・ディベロップト・ハイイールド・インデックスの3月の
月次収益率は+1.31%となりました。米国国債に対するスプレッドは前月末比拡大しました。

投資適格社債市場は堅調に推移したものの、ブルームバーグ米国社債インデックスの3月の月次収益
率は、デュレーション調整後の米国国債の月次収益率を0.42％下回りました。

パトナム・インカム・ファンド
クラスM受益証券 米国籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託（米ドル建て）

【このレポートをご覧の方は以下の点にご注意ください】
◆本資料はみずほ証券株式会社の販売用資料としてパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「パトナム」）が作成しました。◆本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ここに記載された商品の購入の申
込みに当たっては、必ず 新の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。◆本資料はパトナムが情報提供のため信頼できると判断した資料に基づいて作成しましたが、その資料の正確性、完全性お
よび将来の市況環境の変動などを保証するものではありません。◆データは作成基準日時点のものであり、過去の成果が必ずしも将来見込まれる成果を示すとは限りません。◆この投資信託は、値動きのある証券を投資対象としており、一
口当り純資産価格は、金利の変動、為替相場の変動、組入れ証券の発行者の経営・財務状況の変化、それらに関する外部評価の変化、その他のリスクによって変動します。◆純資産価格の変動により投資元本を割り込むことがあります。ま
た為替相場の変動により、換金時の円貨での受取額が投資元本を割り込むことがあります。これらによる損失は購入者が負担することになります。◆投資信託は、預金保険の対象ではありません。◆登録金融機関でご購入いただいた投資信
託は、投資者保護基金の対象ではありません。



　　　＊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。
       ＊当ファンドご購入、ご換金にあたって円貨から外貨または外貨から円貨に交換する際には、外国為替市場の動向に応じて、販売会社が決定した為替レートによるものとします。
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販売用資料

当ファンドは、主に米ドル建ての世界各国の企業および政府の債券、モーゲージ証券等に投資しますので、金利リスクや信用リスク等による組み入れ投資対
象の価格下落等の影響により、純資産価格が下落し損失を被ることがあります。従って、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、受益証券
一口当り純資産価格の下落により損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。また、当ファンドは米ドル建てですので、日本円によって当ファンドに投資
されるお客様の場合には、為替相場の変動によっては換金時の円貨受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。当ファンドの純資産価格の変動要因
としては「金利リスク」「信用リスク」「期限前償還リスク」「為替リスク」「アメリカ合衆国外における投資リスク」「デリバティブ・リスク」などがあります。

当ファンドに係るリスクについて

信用リスク
債務者が倒産等に陥り利払いの遅延や元本の返済が滞る（デフォルト：債務不履行）場合、あるいはこうした状況に陥ると
予想される場合、債券の価格は大きく下落することがあります。

期限前償還リスク
多くの変動金利債券およびその他の債務証券は違約金を支払わずに期限前償還することを許容しています。期限前償還
が行われた場合、ファンドは、期限前償還された債券の利回りよりも低い利回りの投資先に償還手取金を投資しなければ
ならなくなる可能性があり、また、発行者の信用水準の改善による潜在的利益を得ることができなくなるおそれがあります。

金利リスク
一般に債券の価値は金利が上昇すると値下がりし、金利が低下すると値上がりします。債券の価格変動は、当ファンドの純
資産価格に影響を及ぼします。

為替リスク
当ファンドは米ドル建ですが、米ドル建以外の債券も投資対象としていますので、為替変動により米ドル建元本への差損益
が発生する可能性があります。また、日本円によって当ファンドに投資されるお客様の場合には、為替相場の変動によって
は、換金時の円貨お受取額が円貨ご投資額を下回る可能性があります。

■ パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（管理運用会社）
■ パトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップ（元引受会社）
■ ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（保管会社、副会計代行会社）
■ みずほ証券株式会社（代行協会員、販売会社）

金融商品取引業者 関東財務局長 （金商）第94号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

管理会社・その他関係会社の概要

【このレポートをご覧の方は以下の点にご注意ください】
◆本資料はみずほ証券株式会社の販売用資料としてパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「パトナム」）が作成しました。◆本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ここに記載された商品
の購入の申込みに当たっては、必ず 新の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。◆本資料はパトナムが情報提供のため信頼できると判断した資料に基づいて作成しましたが、その
資料の正確性、完全性および将来の市況環境の変動などを保証するものではありません。◆データは作成基準日時点のものであり、過去の成果が必ずしも将来見込まれる成果を示すとは限りません。◆この投資信託は、値動き
のある証券を投資対象としており、一口当り純資産価格は、金利の変動、為替相場の変動、組入れ証券の発行者の経営・財務状況の変化、それらに関する外部評価の変化、その他のリスクによって変動します。◆純資産価格の
変動により投資元本を割り込むことがあります。また為替相場の変動により、換金時の円貨での受取額が投資元本を割り込むことがあります。これらによる損失は購入者が負担することになります。◆投資信託は、預金保険の対
象ではありません。◆登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。



4/6

投資信託説明書（交付
目論見書）のご請求、
お申込みは

設定・運用は 　　　パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

■分配期間中に発生した収益（実現益および未実現益）を超えて支払われる場合

0.05米ドル

パトナム・インカム・ファンド
クラスM受益証券 米国籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託（米ドル建て） 月報

2023年3月末現在

販売用資料

収益分配金に関する留意事項

● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、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、1口当り純資産価格は下がります。

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

分配

投資信託の純資産

● 分配金は、分配期間中に発生した収益（実現益および未実現益）を超えて支払われる場合があります。その場合、分配金落ち日の1口当り純資産価格は、前月分配金落ち日の1口当り純資産価格
と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

※ 「分配期間」とは、ある分配金落ち日から翌月の分配金落ち日までの期間をいいます。なお、分配金落ち日とは、分配基準日の翌ファンド営業日をいいます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当り純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意ください。
投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「ファンドの受益証券の１口当り純資産価格の増減額」の合計額でご判断ください。
● 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下の通り、分配金の一部ないしすべてが、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。この場合においても、元本の

一部払戻しに相当する部分は、分配金として課税対象となります。

分配期間収益
0.10米ドル

■分配期間中に発生した収益（実現益および未実現益）の中から支払われる場合

前月分配金
落ち日

（分配後）

当月分配金
落ち日

（分配前）

当月分配金
落ち日

（分配後）

10.50米ドル

10.60米ドル
分配金

0.10米ドル

ケースＡ

分配期間収益
0.05米ドル

前月分配金
落ち日

（分配後）

当月分配金落ち日
（分配前）

当月分配金落ち日
（分配後）

10.50米ドル

10.55米ドル

10.45米ドル

分配金
0.10米ドル

ケースＢ

（前月分配金落ち日（分配後）から１口当り純資産価格が上昇した場合）

ケースＣ

（前月分配金落ち日（分配後）から１口当り純資産価格が下落した場合）

（注）分配期間に生じた収益以外の
1口当り純資産価格から
0.05米ドルを取り崩し

前月分配金落ち日
（分配後）

当月分配金落ち日
（分配前）

当月分配金落ち日
（分配後）

10.50米ドル
10.40米ドル

10.30米ドル

分配金
0.10米ドル

0.08米ドル

（注）分配期間に生じた収益以外の
1口当り純資産価格から
0.08米ドルを取り崩し

分配期間収益
0.02米ドル

（注）分配金は、分配方針に基づき支払われます。

（分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合） （分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合）

（注）分配金に対する課税については、後掲「お申込み
メモ」の「課税関係」をご参照下さい。投資者の

購入価格
分配金支払後

1口当り
純資産価格

分配金

※購入価格を上回る
部分（Ⓐ部分）だけ
でなく、購入価格を
下回る部分（Ⓑ部

分）についても、
分配金として課税
対象となります。

Ⓐ

投資者の
購入価格

分配金支払後
1口当り

純資産価格

分配金Ⓑ Ⓑ

※購入価格を下回る
部分（Ⓑ部分）につ

いても、分配金とし
て課税対象となりま
す。

10.50米ドル

【このレポートをご覧の方は以下の点にご注意ください】
◆本資料はみずほ証券株式会社の販売用資料としてパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「パトナム」）が作成しました。◆本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ここに記載された商品の購入の申込み
に当たっては、必ず 新の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。◆本資料はパトナムが情報提供のため信頼できると判断した資料に基づいて作成しましたが、その資料の正確性、完全性および将来
の市況環境の変動などを保証するものではありません。◆データは作成基準日時点のものであり、過去の成果が必ずしも将来見込まれる成果を示すとは限りません。◆この投資信託は、値動きのある証券を投資対象としており、一口当り純資産
価格は、金利の変動、為替相場の変動、組入れ証券の発行者の経営・財務状況の変化、それらに関する外部評価の変化、その他のリスクによって変動します。◆純資産価格の変動により投資元本を割り込むことがあります。また為替相場の変動
により、換金時の円貨での受取額が投資元本を割り込むことがあります。これらによる損失は購入者が負担することになります。◆投資信託は、預金保険の対象ではありません。◆登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金
の対象ではありません。
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販売用資料

【このレポートをご覧の方は以下の点にご注意ください】
◆本資料はみずほ証券株式会社の販売用資料としてパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「パトナム」）が作成しました。◆本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ここに記載された商品の購入の申込み
に当たっては、必ず 新の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。◆本資料はパトナムが情報提供のため信頼できると判断した資料に基づいて作成しましたが、その資料の正確性、完全性および将来
の市況環境の変動などを保証するものではありません。◆データは作成基準日時点のものであり、過去の成果が必ずしも将来見込まれる成果を示すとは限りません。◆この投資信託は、値動きのある証券を投資対象としており、一口当り純資産
価格は、金利の変動、為替相場の変動、組入れ証券の発行者の経営・財務状況の変化、それらに関する外部評価の変化、その他のリスクによって変動します。◆純資産価格の変動により投資元本を割り込むことがあります。また為替相場の変動
により、換金時の円貨での受取額が投資元本を割り込むことがあります。これらによる損失は購入者が負担することになります。◆投資信託は、預金保険の対象ではありません。◆登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金
の対象ではありません。

新規購入等の受付停止
ファンドは、ファンドおよびその受益者にとって 善の利益となるとして決定する場合には、定期的に受益証券の新規購入の受付を停止し、または受益証券の購入注文を拒否することができます。

買戻しの停止
ニューヨーク証券取引所が通常の週末または祝日以外に閉鎖された場合、または、ニューヨーク証券取引所における取引が制限された期間、何らかの緊急事態によりファンドが組入証券を処理する
ことが不可能もしくは公平にファンドの純資産を決定することができない期間、または投資者保護のため米国証券取引委員会（「SEC」）が認めた期間中でSECの規則により認められる場合以外には、
ファンドは、受益者の買戻権の行使を停止しまたは支払を７日以上延期することができません。

お申込みメモ（詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください）

購 入 単 位 200口以上100口単位

購 入 （申 込） 価 額 各申込後、 初のファンド営業日に計算される受益証券一口当り純資産価格 （※「ファンド営業日」とは、ニューヨーク証券取引所の取引日をいいます。）

換 金 （買 戻 し） 単 位 １00口単位

換 金 （買 戻 し） 価 額 ファンドが販売会社から買戻請求を受領した後に計算される一口当り純資産価格によって計算された買戻価格

換 金 （買 戻 し） 代 金 約定日から起算して日本における販売会社の4営業日目に、販売会社もしくは販売取扱会社を通じて円貨で、または販売会社もしくは販売取扱会社が応じる場合は米ドル貨で支払われます。

収 益 分 配 ファンドは通常、純投資収益を毎月１回、また純実現売買益を毎年１回分配します。 ※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。

決 算 日 毎年10月31日

信 託 期 間 ファンドの存続期間は無期限です。（ただし、一定の条件の下でファンドを解散させることができます。）

換 金 制 限 大口解約等の制限はありません。 ※ファンドの営業日でかつ販売会社の営業日に、受益証券を買戻すことができます。

購入・換金（買戻し）
申込受付の中止及び

取 消 し

課 税 関 係
ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われます。税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時 期 項 目 税 金

分 配 時
所得税および
住 民 税

支払いを受けるファンドの分配金全額に対して20.315％（所得税15.315％および住民税5％）

換金（買戻し）時
所得税および
住 民 税

その時価額（換金（買戻し）額の全部が譲渡所得等の収入金額とみなされます。）から取得費用を控除した利益に対して20.315％（所
得税15.315％および住民税5％）

受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定
の約款（「口座約款」）を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出します。そ の 他

償 還 時
所得税および
住 民 税

その時価額（償還金の全部が譲渡所得等の収入金額とみなされます。）から取得費用を控除した利益に対して20.315％（所得税
15.315％および住民税5％）
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【このレポートをご覧の方は以下の点にご注意ください】
◆本資料はみずほ証券株式会社の販売用資料としてパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー（以下「パトナム」）が作成しました。◆本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ここに記載された商品の購入の申込み
に当たっては、必ず 新の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。◆本資料はパトナムが情報提供のため信頼できると判断した資料に基づいて作成しましたが、その資料の正確性、完全性および将来
の市況環境の変動などを保証するものではありません。◆データは作成基準日時点のものであり、過去の成果が必ずしも将来見込まれる成果を示すとは限りません。◆この投資信託は、値動きのある証券を投資対象としており、一口当り純資産
価格は、金利の変動、為替相場の変動、組入れ証券の発行者の経営・財務状況の変化、それらに関する外部評価の変化、その他のリスクによって変動します。◆純資産価格の変動により投資元本を割り込むことがあります。また為替相場の変動
により、換金時の円貨での受取額が投資元本を割り込むことがあります。これらによる損失は購入者が負担することになります。◆投資信託は、預金保険の対象ではありません。◆登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金
の対象ではありません。

2023年3月末現在

ファンドは受託者報酬、監査、法律、保管および受益者報告費用ならびに販売計画に従った支払（順に関連するクラスのファンド証券に割り当てられます。）を含む管理運用会社が負担しないすべての費用を支
払います。これらのその他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

そ の 他 の
手 数 料 等

購入時手数料

募集価格から同価格の3％を控除した額（「販売価格」といいます。）の3.30％（税抜3％）です。（募集価格とは、純資産価格を（1－0.0325）で除し、小数点以下第3位にて四捨五入した額をいいます。
なお、販売価格が純資産価格を上回る額は、ファンドの元引受会社に留保されます。）
｛募集価格（純資産価格÷（1－0.0325）（小数点以下第3位にて四捨五入））－（募集価格×0.03）｝×0.0330
購入時手数料とは、ご購入時の商品説明および事務手続き等の対価としてお支払いただくものです。

換金（買戻し）手数料 かかりません。

ファンドの費用（詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください）

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

信託財産留保額 かかりません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（管理報酬等）

手数料等 報酬率支払先 対価とする役務の内容

管理運用報酬

管理契約に基づき、ファンドは管理運用会社に月次報酬を支払います。報酬は、月次のファンドの平均純資産に対して適用される料率で計算されます。
料率は、管理運用会社が管理する他のオープン・エンド型ファンド（これには本ファンドも含まれますが、パトナムの上場ファンドは含まれません。）の純資
産総額（ファンド資産の「二重計算」を回避するために必要な範囲において、他のパトナム・ファンドに対して投資されたファンドの純資産あるいは他のパト
ナム・ファンドにより投資されたファンドの純資産を除き、当該月の各営業日の終了時に決定されます。）の月額平均（「オープン・エンド型ミューチュアル・
ファンド平均純資産総額」）に基づきます。

オープン・エンド型ミューチュアル・ファンド平均純資産総額
50億米ドル以下の部分 年率 0.550%                   300億米ドル超 800億米ドル以下の部分 年率 0.350%

50億米ドル超 100億米ドル以下の部分 年率 0.500%                   800億米ドル超 1,300億米ドル以下の部分 年率 0.330%

100億米ドル超 200億米ドル以下の部分 年率 0.450%                 1,300億米ドル超 2,300億米ドル以下の部分 年率 0.320%
200億米ドル超 300億米ドル以下の部分 年率 0.400%                 2,300億米ドル超の部分 年率 0.315%

管理運用会社

ファンドの管理
運用業務および
ファンド資産に

関する投資顧問
業務

副管理運用報酬
（管理運用会社（ファンドではありません。）は、副管理運用会社が運用しているファンド資産の平均純資産総額の0.20％の料率で副管理運用会社に支払
います。）

（副管理運用会
社）

（ファンド資産
の一部に関する
投資顧問業務）

販売計画報酬
クラスM受益証券販売計画に基づく支払に関し、平均純資産総額の 高年率0.50％を支払います。
（ファンドが元引受会社に支払う0.50％の料率から、販売会社に対する報酬が支払われます。）元引受会社 元引受業務

投資者サービス
代 行 報 酬

ファンドの平均資産額の年率0.250％を超えないものとします。
投資者サービス

代行会社
投資者サービス

代行業務

上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される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。


