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第２期末（2020年６月15日） 

基準価額 9,661円 

純資産総額 187百万円 

騰落率 △1.7％ 

分配金合計 0円 

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示し

ています。 

 

 

交付運用報告書 

GCIオルタナティブバスケット・
ファンドV3（ラップ専用) 

追加型投信／内外／資産複合／ 

特殊型（絶対収益追求型) 
 

第２期＜決算日 2020年６月15日＞ 
 

作成対象期間：2019年６月18日～2020年６月15日 

受益者の皆様へ 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡

さて、「GCIオルタナティブバスケット・ファ

ンドV3（ラップ専用）」は、このたび第２期の

決算を行いました。 

当ファンドは、GCIオルタナティブバスケット・

マザーファンドを通じてGCIアセット・マネジメ

ントのオルタナティブ戦略（指定投資信託証券）

に投資することにより、中長期的な信託財産の着

実な成長と安定した収益の確保を目指して安定的

な運用を行いました。また、GCIマネープールマ

ザーファンドを通じて、わが国の短期公社債等に

投資を行うことにより、リスクの低減を図りまし

た。ここに、運用経過等をご報告申し上げます｡ 

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い

申し上げます。 

 

株式会社GCIアセット・マネジメント 
東京都千代田区西神田3-8-1 

お問い合わせ先（投信ビジネス・グループ) 

TEL：03-3556-5040（営業日の９:00～17:00） 

URL：https://www.gci.jp 
 

当ファンドは、信託約款において、運用報告書
（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法によ
りご提供することを定めており、以下の方法に
より閲覧、ダウンロードすることができます。 

＜運用報告書(全体版)の閲覧・ダウンロード方法＞
右記URLにアクセスし、「ファンド」から当ファン
ドの詳細ページを表示させ、当該ページから運用
報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードするこ
とができます。 

なお、運用報告書（全体版）は、受益者のご請求
により交付されます。交付をご請求される方は、
販売会社までお問い合わせください。 
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運用経過    

■当期中の基準価額等の推移 

 
 

期  首：9,824円 

期  末：9,661円（既払分配金（税引前）：0円） 

騰 落 率：△1.7％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。 
（注）分配金を再投資するか否かについてはそれぞれの受益者が利用されるコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税

条件も異なります。従って、それぞれの受益者の損益状況を示すものではありません。 

 

■基準価額の主な変動要因  

当ファンドの基準価額は下落し、当期間のリターンは△1.7％となりました。 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドにて組入れを行った投資信託証券のうち、主に、

期を通して組入上位でありました「GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスM」が下

落したことがマイナスに影響しました。 
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■１万口当たりの費用明細 

 
項目 

第２期  
項目の概要 2019年６月18日～2020年６月15日 

金額 比率 

(a) 信託報酬 55円 0.548％ (a)信託報酬の総額＝(1)基本報酬＋(2)成功報酬 

(1) 基本報酬 48 0.481 基本報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 

   当期中の平均基準価額は9,889円です。 

（投信会社） (43)  (0.438)  委託した資金運用と受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面の 

   作成等の対価 

（販売会社） (1)  (0.011)  交付運用報告書等の各種書類の送付、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） (3)  (0.033)  運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価 

(2) 成功報酬 7 0.067 ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価 

(b) その他費用 0   0.000   (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数×10,000 

（その他） (0)  (0.000)  その他は、信託事務の処理に要するその他の費用 

合計 55   0.548    

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した

結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの

を含みます。 

（注）各金額は、項目ごとに円未満を四捨五入しています。 

（注）各比率は、１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満を四捨五入しています。 
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（参考情報）総経費率 

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有

価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数

で除した総経費率（年率）は 0.55％です。 

 

 

 
（注）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。 

（注）マザーファンドの投資対象先ファンドが支払った費用の比率は、単位未満のため表示していません。 

（注）各比率は、年率換算した値です。 

（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。 
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■ 近５年間の基準価額等の推移 

近５年間の推移 

（2015年６月15日～2020年６月15日） 

 

 

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。実際のファンドにおいては、分配金を再投資す

るか否かは受益者ごとに異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、分配金再投資基準価額は一律

にそれぞれの受益者の損益状況を示すものではありませんので、ご留意ください。 
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。 

 
近５年間の年間騰落率 

 
2018年９月20日 

設定日 
2019年６月17日 

決算日 
2020年６月15日 

決算日 

基準価額 (円) 10,000 9,824 9,661 

期間分配金合計（税引前) (円) － 0 0 

分配金再投資基準価額の騰落率 (％) － △1.8 △1.7 

純資産総額  (百万円) 10 78 187 

（注）騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しています。 

（注）騰落率は、１年前の決算応答日との比較です。ただし、2019年６月17日の騰落率については、設定日との比較です。 

（注）純資産総額の単位未満は切り捨てています。 
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■投資環境  

【国内債券】 

当期の国内債券市場は下落（金利は上昇）しました。８月には米中貿易摩擦を受けたリスクオフ

により10年国債利回りは低下し、△0.3％近辺まで低下しました。その後は日銀の政策、世界各国

の堅調な経済指標等を背景に金利は上昇基調が続きました。2020年３月頃には、新型コロナウイル

スの感染拡大で国内債券も金利低下となりましたが、期末にかけては再び金利が上昇し、10年国債

利回りは０％近辺での推移となりました。 

 

【国内株式】 

当期の国内株式市場はやや上昇となりました。８月には米中貿易摩擦の激化等を背景として下落

となりましたが、その後は米中通商協議の進展等を受けて、日経平均株価は24,000円台に達する場

面もありました。2020年２月後半から３月半ばにかけては新型コロナウイルスの世界的感染拡大と

これに伴う世界経済の減速懸念により、国内株式は急激な下落となりましたが、その後期末にかけ

ては、各国による経済対策、感染拡大鈍化と経済再開への期待等を受けて回復基調が続きました。 

 

【外国債券】 

当期の外国債券市場は上昇（金利は低下）しました。８月には米中貿易摩擦の激化と世界経済の

減速懸念等で各国の金利は低下しました。2020年に入ると新型コロナウイルスの世界的な感染拡大

等を受けて金利低下が急激に進み、米国10年債の利回りは一時過去 低の0.3％台を記録する場面

も見られました。しかし期末にかけては経済再開への期待が広がったこと等を受けてやや金利水準

を戻しました。 

 

【外国株式】 

当期の外国株式市場はやや上昇となりました。８月には米中貿易摩擦の激化等を背景として下落

となりましたが、その後は米中通商協議の進展、FRBの緩和姿勢、英国の総選挙結果等を受けて、

上昇基調が続き、米国株式市場では主要３指数が史上 高値を更新しました。2020年２月後半から

３月半ばにかけては新型コロナウイルスの世界的感染拡大とこれに伴う世界経済の減速懸念により、

株式は短期間で世界的に急落となりましたが、３月後半以降は各国による経済対策、感染拡大鈍化

と経済再開への期待等を背景に上昇基調が続き、期初の水準を超えて期末を迎えました。 

 

【為替相場】 

当期の為替相場は、円は対米ドルでやや上昇しました。８月には米中貿易摩擦激化を受けて円高

が進行する場面がみられましたが、その後は堅調な米経済指標、米中通商協議の進展等を背景にゆ

るやかに円安基調となりました。その後、新型コロナウイルスの感染拡大を受けたリスク回避の動

きで2020年３月には一時１ドル101円台となるなど急激に円高が進む場面もありましたが、その後

各国による金融緩和や財政刺激策への期待から円安方向に反転しました。 
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■当該投資信託のポートフォリオ 
当ファンドでは、GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、

主に当社が運用に関与するオルタナティブ戦略（指定投資信託証券）に投資を行いました。また、

GCIマネープールマザーファンドの組入れも行いました。 

各マザーファンドへの投資については、当期を通じて当ファンド全体の組入比率を高位に保ちま

した。期末における各マザーファンドの組入比率は、GCIオルタナティブバスケット・マザーファ

ンドが30.0％、GCIマネープールマザーファンドが69.7％となっています。 

 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドにおいては、定性評価、定量評価等を勘案して

複数の投資信託証券を選定し、想定リスクを勘案してポートフォリオ構築を行い、当期間において

は投資対象とする投資信託証券のうち、「GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスM」、

「GCI株式ロング＆ショートトレーディングファンド クラスF（適格機関投資家専用）」の２ファン

ドに投資を行いました。 

期末におけるマザーファンド内での、各投資信託証券の組入比率は、「GCIシステマティック・マ

クロファンド Vol10 クラスM」が89.9％、「GCI株式ロング＆ショートトレーディングファンド ク

ラスF（適格機関投資家専用）」が10.1％となっております。 

 

GCIマネープールマザーファンドにおいては、短期金融商品の中で相対的にレートの良いCP現先

取引を中心に運用を行ないました。 

 

■当該投資信託のベンチマークとの差異 

当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。 
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■分配金 

収益分配金については、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配は行いませんでした。 

なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産中に留保し、特に制限を設けず、運用の基本方

針に則した運用を行います。 
 

【分配原資の内訳】                      （単位：１万口当たり・税引前) 

項目 
第２期 

2019年６月18日～2020年６月15日 

当期分配金 （円） － 

（対基準価額比率） （％） － 
 当期の収益 （円） － 
 

当期の収益以外 （円） － 

翌期繰越分配対象額 （円） － 

（注）円未満は切り捨てているため、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。 
（注）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります｡ 
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今後の運用方針   

【GCIオルタナティブバスケット・ファンドV3（ラップ専用）】 

引き続き、運用の基本方針に従い、GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドの受益証券

への投資を通じて、当社が運用に関与するオルタナティブ戦略の投資信託証券に投資することによ

り、長期的な信託財産の成長を目指します。また、GCIマネープールマザーファンドの組入も行い

ます。 
 

【GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド】 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドの運用については、投資信託証券への投資にあ

たり、別に定める投資信託証券の中から、定性評価、定量評価、その他流動性等を勘案して複数の

投資信託証券を選定し、想定リスクを勘案してポートフォリオ構築を行う方針です。なお、市況、

各種評価等を勘案し、新たな投資対象ファンドを追加する場合があります。 
 

【GCIマネープールマザーファンド】 

GCIマネープールマザーファンドの運用については、引き続きCP現先取引などを中心に投資を行

い、信託財産の安定した収益の確保を目指して安定運用を行ないますが、市場環境によっては目標

とする運用が出来ない場合があります。 

 

お知らせ   

◇約款変更 

該当事項はありません。 

 

◇運用体制の変更 

該当事項はありません。 
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当該投資信託の概要 

 

商品分類 追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型） 

信託期間 無期限（設定日：2018年９月20日） 

運用方針 
中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して安定的な

運用を行います。 

主要投資対象 

GCIオルタナティブ 

バスケット・ファンド

V 3（ラップ専用） 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド受益

証券およびGCIマネープールマザーファンド受益証券 

GCIオルタナティブ 

バ ス ケ ッ ト ・ 

マ ザ ー フ ァ ン ド 

日次の流動性をもち、かつ株式会社GCIアセット・マ

ネジメントが運用に関与するオルタナティブ戦略の投

資信託証券 

G C I マネープール 

マ ザ ー フ ァ ン ド 
わが国の短期公社債等 

運用方法 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、

株式会社GCIアセット・マネジメントが運用に関与するオルタナティブ戦略

の投資信託証券に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指しま

す。同時に、GCIマネープールマザーファンドを組み入れることにより、わが

国の短期公社債等に投資を行うとともに、リスクの低減を図ります。 

投資信託証券への投資にあたっては、定性評価、定量評価、その他流動性等

を勘案して複数の投資信託証券を選定し、想定リスクを勘案してポートフォ

リオ構築を行うことを基本とします。 

分配方針 

年１回（６月15日、当該日が休業日の場合は翌営業日）決算を行い、以下の

方針に基づき分配を行います。 

・分配対象額の範囲は、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。 

・収益分配金額は、上記の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が

決定します。（ただし、委託会社の判断により分配を行わないこともあり

ます。） 
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代表的な資産クラスとの騰落率の比較 
 

 
期間：2015年６月～2020年５月 

（注）当ファンドについては2019年９月～2020年５月の９ヵ月間、他の代表的な資産クラスについては2015年６月～2020年５月の５年間の各月

末における１年間の騰落率の平均値・ 大値・ 小値を表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成

したものです。なお、すべての代表的な資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 

（注）当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率を記載していますので、実際の基準価額

に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。 
 

＜代表的な各資産クラスの指数＞ 
日 本 株：Morningstar 日本株式(グロス・リターン) 
先進国株：Morningstar 先進国株式(除く日本、グロス・リターン) 
新興国株：Morningstar 新興国株式(グロス・リターン) 
日本国債：Morningstar 日本国債(トータル・リターン） 
先進国債：Morningstar グローバル国債(トータル・リターン） 
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債(トータル・リターン) 

 

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。 
 

＜＜各インデックスの成立ち・計算方法等の概要説明＞＞ 

日 本 株 ：Morningstar 日本株式(グロス・リターン) 
Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。 
先進国株：Morningstar 先進国株式(除く日本、グロス・リターン) 
Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。 
新興国株：Morningstar 新興国株式(グロス・リターン) 
Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、世界の新興国で構成されています。 
日本国債：Morningstar 日本国債(トータル・リターン） 
Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。 
先進国債：Morningstar グローバル国債(トータル・リターン） 
Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています｡ 
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債(トータル・リターン) 
Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された債券で構成さ
れています。 
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＜重要事項＞ 

GCIオルタナティブバスケット・ファンドV3（ラップ専用）（以下、「当ファンド」といいます）は，Morningstar, 
Inc.，又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.の関連会社（これらの法人全てを
総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成，推薦，販売または宣伝するものではありません。Morningstar
グループは，投資信託への一般的な投資の当否，特に当ファンドに投資することの当否，または一般的な内外の株式・
債券・REIT市場の騰落率と連動するMorningstarインデックスの能力について，当ファンドの受益者又は公衆に対し，明
示又は黙示を問わず，いかなる表明保証も行いません。株式会社GCIアセット・マネジメントとMorningstarグループと
の唯一の関係は，Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarのインデックス（以下
「Morningstarインデックス」といいます）の使用の許諾であり，Morningstarインデックスは，Morningstarグループが
株式会社GCIアセット・マネジメント又は当ファンドとは無関係に判断，構成，算定しています。Morningstarグループ
は，Morningstarインデックスの判断，構成又は算定を行うにあたり，株式会社GCIアセット・マネジメント又は当ファ
ンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは，当ファンドの基準価額及び設定金額ある
いは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定，または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算に
ついて責任を負わず，また関与しておりません。Morningstarグループは，当ファンドの運営管理，マーケティング又は
売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。 
Morningstarグループは，Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず，
また，Morningstarグループは，その誤謬，脱漏，中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは，
株式会社GCIアセット・マネジメント及び当ファンドの受益者又はユーザー，またはその他の人又は法人が，
Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について，明示又は黙示を問わず，いかなる保
証も行いません。Morningstarグループは，Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示
の保証を行わず，また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のい
ずれも制限することなく，いかなる場合であれ，Morningstarグループは，特別損害，懲罰的損害，間接損害または結果
損害（逸失利益を含む）について，例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。 
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当該投資信託のデータ 

■当該投資信託の組入資産の内容 
※全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載しています。 
 
 

◇組入ファンド等 
（組入銘柄数：２銘柄） 

 
第２期末 

(2020年６月15日) 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド 30.0％ 

GCIマネープールマザーファンド 69.7％ 

その他 0.3％ 

（注）組入比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。 

（注）その他は現金等です。 

 
 

 
 

 

（注）資産別・通貨別配分の比率は当ファンドの純資産総額に対する各組入資産の評価額の割合、国別配分の比率は組入資産の評価総額に対

する各組入資産の評価額の割合です。 
（注）資産別配分について、キャッシュ等については「その他」に含めております。 

 
 

■純資産等 

項目 
第２期末 

2020年６月15日 

純資産総額 187,035,955円 

受益権総口数 193,595,461口 

１万口当たり基準価額 9,661円 

（注）当期中における追加設定元本額は142,859,668円、一部解約元本額は28,739,683円です。 
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■組入上位ファンドの概要 

《GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド》 
 

◇基準価額の推移               ◇１万口当たりの費用明細

 

（2019年６月18日～2020年６月15日） 
 

項目 金額 比率 

(a)その他費用 0円 0.000％ 

（その他） (0) (0.000) 

合計 0 0.000 

 

 

◇組入ファンド等                                2020年６月15日 

 銘 柄 名 種類 
組入比率

（％） 

１ GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスM 投資信託証券 89.9 

２ 
GCI株式ロング＆ショートトレーディングファンド クラスF 

（適格機関投資家専用） 
投資信託証券 10.1 

組入銘柄数 ２銘柄 
 

 
 

 

（注）基準価額の推移は、組入ファンドの直近の計算期間のものです。 

（注）１万口当たりの費用明細は、各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。なお、費用項目については２ページ（１万口当たりの費用

明細の項目の概要）をご参照ください。 

（注）組入銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、組入ファンドの直近の決算日現在のものです。 

（注）組入銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する各組入資産の評価額の割合、国別配分の比率は組入資産の

評価総額に対する各組入資産の評価額の割合です。 
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《GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド》における主要組入ファンドの概要 

「GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスM」（計算期間 2019年６月１日～2020年５月31日） 

◇基準価額の推移               ◇１万口当たりの費用明細

 

 当該情報の取得が不可能であるため記載して

いません。 
 

 

 

◇組入上位10銘柄                                2020年５月29日 

 銘柄 種類 通貨 国 組入比率（％） 
１ 5-Yr US Treasury Note Futures Sep 20 債券先物 USD 米国 164.5 
２ French 10-Year Bond Future Jun 20 債券先物 EUR ドイツ 38.9 
３ 30-Yr US Treasury Bond Futures Sep 20 債券先物 USD 米国 21.1 
４ E-mini NASDAQ-100 Futures Jun 20 株価指数先物 USD 米国 17.0 
５ 10-year JGB Futures Jun 20 債券先物 JPY 日本 13.3 
６ FTSE 100 Index Futures Jun 20 株価指数先物 GBP 英国 9.1 
７ Australian Dollar Futures Jun 20 通貨先物 USD 米国 7.2 
８ Nikkei 225 Futures Jun 20 株価指数先物 JPY 日本 5.3 
９ CAC-40 Index Futures Jun 20 株価指数先物 EUR フランス 3.7 
10 － － － － － 

組 入 銘 柄 数 ９銘柄 
（注）銘柄は、GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスMが実質保有している銘柄です。 
（注）国は、先物が上場している取引所の所在地および債券は発行体の所在地です。 
 

 
（注）基準価額の推移は、組入ファンドの直近の計算期間のものです。 
（注）組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、組入ファンドの直近の決算日現在、同ファンドが実質保有している銘柄に

かかるものです。 
（注）組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する各組入銘柄の評価額の割合、国別配分の比率は組入

銘柄の評価総額に対する各組入銘柄の評価額の割合です。 
（注）国別配分は、先物が上場している取引所の所在地に関する割合です。 
（注）通貨別配分は、基準通貨に関する割合です。 
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《GCIマネープールマザーファンド》 

◇基準価額の推移 ◇１万口当たりの費用明細
（2018年９月26日～2019年９月25日） 

項目 金額 比率 

(a) その他費用 0円 0.000％ 

（その他） (0) (0.000) 

合計 0 0.000 

◇組入銘柄 2019年９月25日 

銘柄名 種類 組入比率（％） 

１ 大阪メトロ 017B CP 短期社債等 23.4 

２ 東レ 09JB CP 短期社債等 23.4 

３ イオンプロダクトファイナンス 0CEB CP 短期社債等 9.3 

４ シャープファイナンス 12PB CP 短期社債等 9.3 

５ イオンプロダクトファイナンス 0BLB CP 短期社債等 9.3 

６ イオンプロダクトファイナンス 0BVB CP 短期社債等 4.7 

７ イオンプロダクトファイナンス 0C8B CP 短期社債等 4.7 

８ イオンプロダクトファイナンス 0CCB CP 短期社債等 4.7 

９ イオンプロダクトファイナンス 0BRB CP 短期社債等 4.7 

組入銘柄数 ９銘柄 

（注）基準価額の推移は、組入ファンドの直近の計算期間のものです。 

（注）１万口当たりの費用明細は、各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。なお、費用項目については２ページ（１万口当たりの費用

明細の項目の概要）をご参照ください。 

（注）組入銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、組入ファンドの直近の決算日現在のものです。 

（注）組入銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する各組入資産の評価額の割合、国別配分の比率は組入資産の

評価総額に対する各組入資産の評価額の割合です。 
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第１期末（2019年６月17日） 

基準価額 9,824円 

純資産総額 78百万円 

騰落率 △1.8％ 

分配金合計 0円 

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示し

ています。 

 

 

交付運用報告書 

GCIオルタナティブバスケット・
ファンドV3（ラップ専用) 

追加型投信／内外／資産複合／ 

特殊型（絶対収益追求型) 
 

第１期＜決算日 2019年６月17日＞ 
 

作成対象期間：2018年９月20日～2019年６月17日 

受益者の皆様へ 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡

さて、「GCIオルタナティブバスケット・ファ

ンドV3（ラップ専用）」は、2019年６月17日に

第１期の決算を行いました。 

当ファンドは、GCIオルタナティブバスケット・

マザーファンドを通じてGCIアセット・マネジメ

ントのオルタナティブ戦略（指定投資信託証券）

に投資することにより、中長期的な信託財産の着

実な成長と安定した収益の確保を目指して安定的

な運用を行いました。また、GCIマネープールマ

ザーファンドを通じて、わが国の短期公社債等に

投資を行うことにより、リスクの低減を図りまし

た。ここに、運用経過等をご報告申し上げます｡ 

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い

申し上げます。 

 

株式会社GCIアセット・マネジメント 
東京都千代田区西神田3-8-1 

お問い合わせ先（クライアント・リレーションズ・グループ) 

TEL：03-3556-5040（営業日の９:00～17:00） 

URL：https://www.gci.jp 
 

当ファンドは、信託約款において、運用報告書
（全体版）に記載すべき事項を電磁的方法によ
りご提供することを定めており、以下の方法に
より閲覧、ダウンロードすることができます。 

＜運用報告書(全体版)の閲覧・ダウンロード方法＞
右記URLにアクセスし、「ファンド」から当ファン
ドの詳細ページを表示させ、当該ページから運用
報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードするこ
とができます。 

なお、運用報告書（全体版）は、受益者のご請求
により交付されます。交付をご請求される方は、
販売会社までお問い合わせください。 
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運用経過    

■基準価額等の推移 

 
 

設 定 日：10,000円 

第１期末： 9,824円（既払分配金（税引前）：0円） 

騰 落 率： △1.8％（分配金再投資ベース） 

 
（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。 
（注）分配金を再投資するか否かについてはそれぞれの受益者が利用されるコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税

条件も異なります。従って、それぞれの受益者の損益状況を示すものではありません。 

 

■基準価額の主な変動要因  

当ファンドの基準価額は下落し、当期間のリターンは△1.8％となりました。 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドにて組入れを行った投資信託証券のうち、主に、

期を通して組入上位でありました「GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスM」が下

落したことがマイナスに影響しました。 
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■１万口当たりの費用明細 

 
項目 

第１期  
項目の概要 2018年９月20日～2019年６月17日 

金額 比率 

(a) 信託報酬 38円 0.381％ (a)信託報酬の総額＝基本報酬＋成功報酬 

（基本報酬）   基本報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 

   当期中の平均基準価額は9,823円です。 

（投信会社） (32)  (0.321)  委託した資金運用と受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面の 

   作成等の対価 

（販売会社） (1)  (0.008)  交付運用報告書等の各種書類の送付、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） (2)  (0.024)  運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価 

    

（成功報酬） (3) (0.028) ファンドの運用実績に応じて委託会社が受け取る運用の対価 

(b) その他費用 0   0.000   (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数×10,000 

（その他） (0)  (0.000)  その他は、信託事務の処理に要するその他の費用 

合計 38   0.381    

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した

結果です。なお、その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するもの

を含みます。 

（注）各金額は、項目ごとに円未満を四捨五入しています。 

（注）各比率は、１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満を四捨五入しています。 
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■ 近５年間の基準価額等の推移 

（2014年６月17日～2019年６月17日） 

 

 

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。実際のファンドにおいては、分配金を再投資す

るか否かは受益者ごとに異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、分配金再投資基準価額は一律

にそれぞれの受益者の損益状況を示すものではありませんので、ご留意ください。 
（注）当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。 

 
 

 
2018年９月20日 

設定日 
2019年６月17日 

決算日 

基準価額 (円) 10,000 9,824 

期間分配金合計（税引前) (円) － 0 

分配金再投資基準価額の騰落率 (％) － △1.8 

純資産総額  (百万円) 10 78 

（注）純資産総額の単位未満は切り捨てています。 
（注）騰落率は設定日との比較で小数点以下第２位を四捨五入しています。 
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■投資環境  

【国内債券】 

当期の国内債券市場は上昇（金利は低下）しました。期初には海外長期金利の上昇を受けて、国

内金利は上昇しましたが、その後、2018年末から19年初にかけ国内外で株価が下落となったこと等

から2019年初には国内10年国債利回りが再度マイナス圏に突入しました。その後も世界景気の減速

懸念や米国金利の低下に伴いじりじりと金利は低下し、また、期の終盤においては米中貿易摩擦や

米国の利下げ観測を受け、国内債券は上昇（金利は低下）、国内10年国債利回りはさらにマイナス

圏を深堀りする格好となりました。 

 

【国内株式】 

当期の国内株式市場は下落しました。2018年10月初に日経平均株価が27年ぶりの高値を更新する

場面もありましたが、その後は、米国ハイテク株の急落や米国景気の減速懸念等を受け株価は下落

しました。１月以降は、FRB（米連邦準備理事会）の利上げに慎重な姿勢への転換、米中通商協議

の進展期待等を背景に株価は回復していきましたが、５月に入り一転米中貿易摩擦が激化、為替が

円高方向へ進んだことも重しとなり、再び株価は下落となりました。 

 

【外国債券】 

当期の外国債券市場は上昇（金利は低下）しました。期初には良好な米国経済指標やFRB高官の

タカ派姿勢を背景に金利は上昇しましたが、世界的な株価急落を受け金利は低下に転じました。そ

の後も、主要中央銀行の慎重な姿勢、世界的な景気後退への懸念、2019年５月以降の米中貿易摩擦

の激化等、金利低下圧力が続きました。 

 

【外国株式】 

当期の外国株式市場はほぼ横ばいとなりました。10月に入り米国ハイテク株の急落をきっかけに

下落となり、その後も、米国の政府機関閉鎖や英国のEU離脱交渉の混迷、米中関係の悪化懸念等の

悪材料が多く調整局面が継続し、年末にかけて一段と下落しました。しかし、2019年に入ってから

は、主要中央銀行の慎重な姿勢、米中貿易協議の進展、好調な企業決算等を背景に上昇が続きまし

た。 

５月には米中貿易摩擦の激化、欧米の経済指標の悪化、米国による対メキシコへの追加関税表明

などから下落となりましたが、期末にかけては主要国中央銀行の経済下振れリスクへの対応、米国

の対メキシコへの追加関税の回避等を材料に反発し、期初に近い水準で期末を迎えました。 

 

【為替相場】 

当期の為替相場は、円は対米ドルで上昇しました。2018年12月半ばから2019年初にかけては世界

経済の減速懸念や株安を受けて円高が進みましたが、その後は米中通商協議の進展期待や良好な海

外経済指標等を背景に円安傾向となりました。しかし、５月に入り一転米中貿易摩擦が激化し、加

えて米国によるメキシコへの追加関税が表明される等を受けて再び円高が進みました。 
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■当該投資信託のポートフォリオ 
当ファンドでは、GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、

主に当社が運用に関与するオルタナティブ戦略（指定投資信託証券）に投資を行いました。また、

GCIマネープールマザーファンドの組入れも行いました。 

各マザーファンドへの投資については、当期を通じて当ファンド全体の組入比率を高位に保ちま

した。期末における各マザーファンドの組入比率は、GCIオルタナティブバスケット・マザーファ

ンドが30.3％、GCIマネープールマザーファンドが69.5％となっています。 

 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドにおいては、定性評価、定量評価等を勘案して

複数の投資信託証券を選定し、想定リスクを勘案してポートフォリオ構築を行い、当期間において

は投資対象とする投資信託証券のうち、「GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスM」、

「GCI株式ロング＆ショートトレーディングファンドクラスF（適格機関投資家専用）」の２ファン

ドに投資を行いました。なお、「GCIリラティブバリューファンド クラスE1」は、ファンドが償還

されるはこびとなりましたため、本年３月末に投資対象ファンドより除外といたしましたが、当

ファンド設定以来組入れの実績はなく、当ファンドの運用において実質的な影響はございません。 

期末におけるマザーファンド内での、各投資信託証券の組入比率は、「GCIシステマティック・マ

クロファンド Vol10 クラスM」が88.8％、「GCI株式ロング＆ショートトレーディングファンドクラ

スF（適格機関投資家専用）」が9.6％となっております。 

 

GCIマネープールマザーファンドにおいては、短期金融商品の中で相対的にレートの良いCP現先

取引を中心に運用を行ないました。 

 

■当該投資信託のベンチマークとの差異 

当ファンドは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。 
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■分配金 

収益分配金については、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配は行いませんでした。 

なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産中に留保し、特に制限を設けず、運用の基本方

針に則した運用を行います。 
 

【分配原資の内訳】                      （単位：１万口当たり・税引前) 

項目 
第１期 

2018年９月20日～2019年６月17日 

当期分配金 （円） － 

（対基準価額比率） （％） － 
 当期の収益 （円） － 
 

当期の収益以外 （円） － 

翌期繰越分配対象額 （円） － 

（注）円未満は切り捨てているため、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。 
（注）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります｡ 
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今後の運用方針   

【GCIオルタナティブバスケット・ファンドV3（ラップ専用）】 

引き続き、運用の基本方針に従い、GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドの受益証券
への投資を通じて、当社が運用に関与するオルタナティブ戦略の投資信託証券に投資することによ
り、長期的な信託財産の成長を目指します。また、GCIマネープールマザーファンドの組入も行い
ます。 

 

【GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド】 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドの運用については、投資信託証券への投資にあ

たり、別に定める投資信託証券の中から、定性評価、定量評価、その他流動性等を勘案して複数の

投資信託証券を選定し、想定リスクを勘案してポートフォリオ構築を行う方針です。なお、市況、

各種評価等を勘案し、新たな投資対象ファンドを追加する場合があります。 
 

【GCIマネープールマザーファンド】 

GCIマネープールマザーファンドの運用については、引き続きCP現先取引などを中心に投資を行

い、信託財産の安定した収益の確保を目指して安定運用を行いますが、市場環境によっては目標と

する運用が出来ない場合があります。 

 

お知らせ   

◇約款変更 

・当ファンドの親投資信託であるGCIオルタナティブバスケット・マザーファンドにおいて、約款

付表に「別に定める投資信託証券」として規定された「GCIリラティブバリューファンド クラ

スE1」を投資対象から除外するため、所要の変更を行いました。（変更日：2019年３月29日） 
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当該投資信託の概要 

 

商品分類 追加型投信／内外／資産複合／特殊型（絶対収益追求型） 

信託期間 無期限（設定日：2018年９月20日） 

運用方針 
中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して安定的な

運用を行います。 

主要投資対象 

GCIオルタナティブ 

バスケット・ファンド

V 3（ラップ専用） 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド受益

証券およびGCIマネープールマザーファンド受益証券 

GCIオルタナティブ 

バ ス ケ ッ ト ・ 

マ ザ ー フ ァ ン ド 

日次の流動性をもち、かつ株式会社GCIアセット・マ

ネジメントが運用に関与するオルタナティブ戦略の投

資信託証券 

G C I マネープール 

マ ザ ー フ ァ ン ド 
わが国の短期公社債等 

運用方法 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、

株式会社GCIアセット・マネジメントが運用に関与するオルタナティブ戦略

の投資信託証券に投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指しま

す。同時に、GCIマネープールマザーファンドを組み入れることにより、わが

国の短期公社債等に投資を行うとともに、リスクの低減を図ります。 

投資信託証券への投資にあたっては、定性評価、定量評価、その他流動性等

を勘案して複数の投資信託証券を選定し、想定リスクを勘案してポートフォ

リオ構築を行うことを基本とします。 

分配方針 

年１回（６月15日、当該日が休業日の場合は翌営業日）決算を行い、以下の

方針に基づき分配を行います。 

・分配対象額の範囲は、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。 

・収益分配金額は、上記の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が

決定します。（ただし、委託会社の判断により分配を行わないこともあり

ます。） 
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代表的な資産クラスとの騰落率の比較 
 

 
期間：2014年６月～2019年５月 

（注）2014年６月～2019年５月の５年間の各月末における１年間の騰落率の平均値・ 大値・ 小値を表示し、当ファンドと他の代表的な資産

クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、すべての代表的な資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 

（注）当ファンドは2019年５月末現在、設定後１年を経過していないため、年間騰落率のデータは掲載しておりません。 
 

＜代表的な各資産クラスの指数＞ 
日 本 株：Morningstar 日本株式(グロス・リターン) 
先進国株：Morningstar 先進国株式(除く日本、グロス・リターン) 
新興国株：Morningstar 新興国株式(グロス・リターン) 
日本国債：Morningstar 日本国債(トータル・リターン） 
先進国債：Morningstar グローバル国債(トータル・リターン） 
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債(トータル・リターン) 

 

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。 
 

＜＜各インデックスの成立ち・計算方法等の概要説明＞＞ 
日 本 株 ：Morningstar 日本株式(グロス・リターン) 
Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。 
先進国株：Morningstar 先進国株式(除く日本、グロス・リターン) 
Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。 
新興国株：Morningstar 新興国株式(グロス・リターン) 
Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、世界の新興国で構成されています。 
日本国債：Morningstar 日本国債(トータル・リターン） 
Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。 
先進国債：Morningstar グローバル国債(トータル・リターン） 
Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています｡ 
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債(トータル・リターン) 
Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、エマージング諸国の政府や政府系機関により発行された債券で構成さ
れています。 
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＜重要事項＞ 

GCIオルタナティブバスケット・ファンドV3（ラップ専用）（以下、「当ファンド」といいます）は，Morningstar, 
Inc.，又はイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.の関連会社（これらの法人全てを
総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成，推薦，販売または宣伝するものではありません。Morningstar
グループは，投資信託への一般的な投資の当否，特に当ファンドに投資することの当否，または一般的な内外の株式・
債券・REIT市場の騰落率と連動するMorningstarインデックスの能力について，当ファンドの受益者又は公衆に対し，明
示又は黙示を問わず，いかなる表明保証も行いません。株式会社GCIアセット・マネジメントとMorningstarグループと
の唯一の関係は，Morningstarのサービスマーク及びサービス名並びに特定のMorningstarのインデックス（以下
「Morningstarインデックス」といいます）の使用の許諾であり，Morningstarインデックスは，Morningstarグループが
株式会社GCIアセット・マネジメント又は当ファンドとは無関係に判断，構成，算定しています。Morningstarグループ
は，Morningstarインデックスの判断，構成又は算定を行うにあたり，株式会社GCIアセット・マネジメント又は当ファ
ンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは，当ファンドの基準価額及び設定金額ある
いは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定，または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算に
ついて責任を負わず，また関与しておりません。Morningstarグループは，当ファンドの運営管理，マーケティング又は
売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。 
Morningstarグループは，Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータの正確性及び／又は完全性を保証せず，
また，Morningstarグループは，その誤謬，脱漏，中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは，
株式会社GCIアセット・マネジメント及び当ファンドの受益者又はユーザー，またはその他の人又は法人が，
Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータを使用して得る結果について，明示又は黙示を問わず，いかなる保
証も行いません。Morningstarグループは，Morningstarインデックス又はそれに含まれるデータについて明示又は黙示
の保証を行わず，また商品性あるいは特定目的又は使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のい
ずれも制限することなく，いかなる場合であれ，Morningstarグループは，特別損害，懲罰的損害，間接損害または結果
損害（逸失利益を含む）について，例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。 
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当該投資信託のデータ 

■当該投資信託の組入資産の内容 
※全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。 
 
 

◇組入ファンド等 
（組入銘柄数：２銘柄） 

 
第１期末 

(2019年６月17日) 

GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド 30.3％ 

GCIマネープールマザーファンド 69.5％ 

その他 0.2％ 

（注）組入比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。 

（注）その他は現金等です。 

 
 

 

 
 

（注）資産別・通貨別配分の比率は当ファンドの純資産総額に対する各組入資産の評価額の割合、国別配分の比率は組入資産の評価総額に対

する各組入資産の評価額の割合です。 

（注）資産別配分について、キャッシュ等については「その他」に含めております。 

 
 

■純資産等 

項目 
第１期末 

2019年６月17日 

純資産総額 78,079,397円 

受益権総口数 79,475,476口 

１万口当たり基準価額 9,824円 

（注）当期中における追加設定元本額は79,475,476円、一部解約元本額は10,000,000円です。 
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■組入上位ファンドの概要 

《GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド》 
 

◇基準価額の推移               ◇１万口当たりの費用明細

 

（2018年９月20日～2019年６月17日） 
 

項目 金額 比率 

(a)その他費用 0円 0.000％ 

（その他） (0) (0.000) 

合計 0 0.000 

 

 

◇組入ファンド等                                2019年６月17日 

 銘 柄 名 種類 
組入比率

（％） 

１ GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスM 投資信託証券 88.8 

２ 
GCI株式ロング＆ショートトレーディングファンド クラスF 

（適格機関投資家専用） 
投資信託証券 9.6 

組入銘柄数 ２銘柄 
 

 
 

（注）基準価額の推移は、組入ファンドの直近の計算期間のものです。 

（注）１万口当たりの費用明細は、各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。なお、費用項目については２ページ（１万口当たりの費用

明細の項目の概要）をご参照ください。 

（注）組入銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、組入ファンドの直近の決算日現在のものです。 

（注）組入銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する各組入資産の評価額の割合、国別配分の比率は組入資産の

評価総額に対する各組入資産の評価額の割合です。 
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－ 13 － 

《GCIオルタナティブバスケット・マザーファンド》における主要組入ファンドの概要 

「GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスM」（計算期間 2018年９月26日～2019年５月31日） 

◇基準価額の推移               ◇１万口当たりの費用明細

 

 当該情報の取得が不可能であるため記載して

いません。 
 

 

 

◇組入上位10銘柄                                2019年５月31日 

 銘柄 種類 通貨 国 組入比率（％） 
１ 10-year JGB Futures Jun19 債券先物 JPY 日本 479.1 
２ Euro-Bund Futures Jun19 債券先物 EUR ドイツ 88.6 
３ Japanese Yen Futures Jun19 通貨先物 USD 米国 77.8 
４ 10-Yr US Treasury Note Futures Sep 19 債券先物 USD 米国 65.7 
５ S&P Canada 60 Index Futures Jun19 株価指数先物 CAD カナダ 52.2 
６ Treasury Bill 01/10/19 外国債券 USD 米国 28.6 
７ Treasury Bill 07/05/19 外国債券 USD 米国 20.2 
８ French 10-Year Bond Future Jun19 債券先物 EUR ドイツ 19.9 
９ Euro FX Futures Jun19 通貨先物 USD 米国 17.2 
10 STOXX® Europe 600 Index Futures Jun19 株価指数先物 EUR ドイツ 12.5 

組入銘柄数 13銘柄 
（注）銘柄は、GCIシステマティック・マクロファンド Vol10 クラスMが実質保有している銘柄です。 
（注）国は、先物が上場している取引所の所在地および債券は発行体の所在地です。 
 

 
（注）基準価額の推移は、組入ファンドの直近の計算期間のものです。 
（注）組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、組入ファンドの直近の決算日現在、同ファンドが実質保有している銘柄に

かかるものです。 
（注）組入上位10銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する各組入銘柄の評価額の割合、国別配分の比率は組入

銘柄の評価総額に対する各組入銘柄の評価額の割合です。 
（注）国別配分は、先物が上場している取引所の所在地に関する割合です。 
（注）通貨別配分は、基準通貨に関する割合です。 
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《GCIマネープールマザーファンド》 

◇基準価額の推移               ◇１万口当たりの費用明細

 

（2017年９月26日～2018年９月25日） 
 

項目 金額 比率 

(a) その他費用 0円 0.000％ 

（その他） (0) (0.000) 

合計 0 0.000 

 

 

 

◇組入銘柄                                   2018年９月25日 

 銘柄名 種類 組入比率（％） 

１ イオンプロダクト 09CB CP 短期社債等 57.1 

２ イオンプロダクト 099B CP 短期社債等 28.5 

３ イオンプロダクト 094B CP 短期社債等 11.4 

組入銘柄数 ３銘柄 
 

  
 

（注）組入銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、組入ファンドの直近の決算日現在のものです。 

（注）組入銘柄、資産別・通貨別配分の比率は組入ファンドの純資産総額に対する各組入資産の評価額の割合、国別配分の比率は組入資産の

評価総額に対する各組入資産の評価額の割合です。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




