受益者様限定

「財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型」
を
保有されているお客様へ

2012 年 4 月 11 日
日興アセットマネジメント株式会社

「財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）
毎月分配型」
受益者の皆様への大切なお知らせ

お知らせの概要
2003年8月設定の当ファンドは、
「資産を分けて運用する」
という先達の知恵を具現化
するファンドとして、
多くの方にご投資いただいて参りました。
今後もさらに長くご愛顧いただけますよう、
このたび世界経済の環境変化などを勘案
して、インカム収益の獲得機会を拡げながらさらなる分散投資を図るために、海外
債券部分に新たな投資対象ファンドを追加いたしました。
実際の組み入れは、
2012年
6月1日より開始いたします。
●
● 海外債券部分に、
世界の高利回り国のソブリン債券に

投資するファンドを追加しました。
●
● 海外債券部分の基本組入比率50%に変更はありません。

追加するファンドに35%、
従来のファンドに15%を
基本として投資を行ないます。
●
● J-REIT部分と日本株式部分に変更はありません。

なお、今般の変更は、
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」全体の
商品性を変えるものではないと考えております。
詳細につきましては中面をご覧ください。
引き続き当ファンドをご愛顧いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

お客様におかれましては、特段のお手続きは必要ございません。

当資料は、受益者の皆様に「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の約款変更などについてお伝えすることなどを目的として、
日興アセットマネジメントが作成した資料です。金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。
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「財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型」
約款変更のお知らせなど
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、弊社の投資信託に格別なご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では、
ご投資いただいております
「財産３分法ファンド
（不動産・債券・株式）毎月分配型」
（以下、
「財産３分法
ファンド」
もしくは
「当ファンド」
と言います。）
につきまして、世界経済の環境変化などを勘案して、
インカム収益の獲得
機会を拡げながらさらなる分散投資を図るため、投資対象の一部である
「海外債券部分」において、新たに投資対象
ファンドの追加を行ないましたのでご案内申し上げます。
今般追加するルクセンブルグ籍円建外国投資信託
「高利回りソブリン債券インデックスファンド」
は、
世界の高利回り国の
ソブリン債券を投資対象とするものです。弊社では、
「 財産３分法ファンド」における海外債券部分の流動性を確保
しながらも、
これまで以上の収益性と安定性を追求するため、今般の変更を行なうことといたしました。新たな投資対象
ファンドへの投資は、
2012年6月1日より開始し、順次、組み入れを行なって参ります。
「財産3分法ファンド」の2012年4月期の決算においては、分配金額（税引前1万口当たり）
を70円から50円へ引き
下げることといたしましたが、
今般の変更によって、
安定分配の継続や基準価額水準の回復をめざして参ります。
引き続き、
「財産３分法ファンド」
をご愛顧いただきたく存じます。
私ども日興アセットマネジメントは、
これからも、
お客様からお預かりした資産の運用成果の実現を第一義としてまいる
所存でございます。本件につきましてご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

当約款変更などに関してご不明な点がございましたら、
以下の日興アセットマネジメント
「お問合せ窓口」までお願いいたします。
フリーダイヤル：0120-25-1404
〈営業時間：午前9時〜午後5時／土、日、祝・休日は除きます。〉
（注）上記フリーダイヤルは日興アセットマネジメントのお問合せ窓口になります。
お客様の取引状況については同フ
リーダイヤルではご回答できません。
お客様の取引残高については
「財産3分法ファンド」
をご購入された販売
会社にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
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■ 約款変更の概要および理由について
「財産３分法ファンド」
において、
インカム収益の獲得機会を拡げながらさらなる分散投資を図るため、投資対象の
一部である
「海外債券部分」
において、
新たにルクセンブルグ籍円建外国投資信託
「高利回りソブリン債券インデックス
ファンド」
を投資対象ファンドとして追加しました。

■ 新たな投資対象ファンドの運用方針について
主として、
バークレイズ・キャピタル・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス
（ヘッジなし・円ベース）
の構成国のソブリン債券に投資を行ない、
当該指数に連動する投資成果をめざします。
原則として、
高利回りの７ヵ国
（少なくとも２ヵ国は先進国）
のソブリン債券へ投資します。

■財産３分法ファンド全体の投資対象ファンドおよび基本組入比率について
J-REIT・海外債券・日本株式の基本組入比率は、
それぞれ25％：50％：25％と従来の比率と変更はありませんが、
以下の通り、
海外債券の50％部分について、
従来のファンドへの基本組入比率を15％とし、
新たな投資対象ファンド
への基本組入比率を35％とすることとしました。
ご参考
2012年6月1日以降の
基本組入比率

先進国海外債券

Ｊ−ＲＥＩＴ
（国内不動産投信）

先進国海外債券への投資にあたっては、原則
として、シティグループ世界国債インデックス
（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動
する投資成果をめざします。

わが国の不動産投信への投資にあたっては、
原則として、
東証ＲＥ
Ｉ
Ｔ指数
（配当込み）
の動きに
連動する投資成果をめざします。

海外債券 J-REIT
インデックス（ヘッジなし） （国内不動産投信）
マザーファンド

15％ 25％
財産3分法ファンド
（不動産・債券・株式）
毎月分配型

35％ 25％
高利回りソブリン債券
インデックスファンド

高金利海外債券

日本株式
インデックス225
マザーファンド

日本株式

高金利海外債券への投資にあたっては、原則
として、バークレイズ・キャピタル・インター
ナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス
（ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資
成果をめざします。

わが国 の 株 式 へ の 投 資にあたっては、原 則
として、
日経平均株価（２２５種・東証）の動きに
連動する投資成果をめざします。

●上記は 2012年6月1日現在の基本組入比率であり、
●上記は、
2012年6月1日現在の基本組入比率であ 将来変更となる場合があります。
●高利回りソブリン債券インデックスファンドは、2012年6月1日以降順次組み入れを行ないます。
●市況動向および資金動向などにより、
上記のような運用ができない場合があります。

ご参考
2012年5月31日までの
基本組入比率

25％

海外

海外債券
インデックス 財産3分法
ファンド
（ヘッジなし）
マザーファンド （不動産・債券・株式）
毎月分配型
日本株式
インデックス225
マザーファンド

50％

25％

資 産 50
％
国内

資 産 50
％

J-REIT
（国内不動産投信）

●市況動向および資金動向などにより、
左記のような運用ができない場合が
あります。
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今 般の 変 更に関するＱ＆Ａ

Q

受益者様限定

投資対象ファンドの追加によって、
どのような効果が期待されますか？
「財産３分法ファンド」
において50％の投資を行なっている
「海外債券」
の投資対象として、
世界の高利回り国の

A

ソブリン債券を新たに追加することで、
インカム収益の獲得機会を拡げながらさらなる分散投資を図ることが

可能となります。投資対象ファンドの追加によって、
「財産３分法ファンド」全体の利回り向上につながるものと
考えております。
また、
今般の変更は、
「財産３分法ファンド」
において安定分配の継続や基準価額水準の回復をめざすために有効な
対応であると考えております。
ご参考

〈財産3分法ファンドにおける各資産の参考利回り〉
2011年12月末現在
（％）
7

6.3％

（％）
5

〈3資産合成指数の利回り比較〉
2011年12月末現在

4.4％

6
海外債券部分

5.7％

4

5

3.2％
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4
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2.2％
2

2

2.1％
1

1
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J-REIT

日本株式

先進国
海外債券

高金利
海外債券

J-REIT：東証REIT指数
（実績分配金利回り）
、
日本株式：日経
平均株価
（実績配当利回り）、
先進国海外債券：シティグループ
世界国債インデックス
（除く日本、
ヘッジなし・円ベース）
（最終
利回り）、
高金利海外債券：バークレイズ・キャピタル・インター
ナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・
円ベース）
（最終利回り）
＊上記左グラフの参考利回りは、
2011年12月末現在の各資
産の利回りであり、
将来の運用成果等を約束するものではあ
りません。
※信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメント
が作成

Q

0

3資産合成指数（変更前）3資産合成指数（変更後）
（2012年5月31日以前） （2012年6月1日以降）

*上記右グラフの利回りは同左グラフの参考利回りおよび基本組入
比率をもとに日興アセットマネジメントが算出したものであり、
実際のファンドの利回りとは異なります。
（注1）3資産合成指数は「J-REIT：25％」
「海外債券：50％」
「日本株式：
25％」の比率で投資を行なった場合の指数です。3資産合成指数（変更前）
は、海外債券部分が先進国海外債券50％、3資産合成指数（変更後）は、
同部分が先進国海外債券15％、高金利海外債券35％の比率で算出。
（注2）3資産合成指数（変更後）は、2012年6月1日現在の基本組入比率
にもとづくものであり、将来変更になる場合があります。高金利海外債券
は2012年6月1日以降順次組み入れを行ないます。また、市況動向
および資金動向などにより、上記のように運用できない場合があります。

今回の変更を行なった背景は、
どのようなものですか？

A

海外債券部分の従来からの投資対象ファンドである
「海外債券インデックス
（ヘッジなし）
マザーファンド」
は、
先進国のソブリン債券へ投資を行なっております。昨今の先進国は、必ずしも安定した成長が見込める

健全な状況とは言えず、政治の混乱や金融不安を抱える国も散見されます。
また、先進国は、長らく低金利の
状態が続いております。
一方で、世界経済におけるいわゆる
「新興国」
の存在感は急速に高まりつつあります。
「新興国は政治経済的に
不安定」
という概念は薄れつつあり、世界経済は
「先進国／新興国」
の垣根を越えた時代に向かっていくと考え
られております。
弊社では、
こうした環境変化を捉え、
先進国への投資だけでは得られない効果を得るために、
「財産３分法ファンド」
において今般の変更を実施することといたしました。
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Q

新たな投資対象ファンドの連動目標である新指数は、
どのような指数ですか？

A

新指数である
「バークレイズ・キャピタル・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス
（ヘッジ

なし・円ベース）」
は、
日本を除くＧ２０の国々
（ただし、
ユーロ建て国からはドイツのみ）
のうち、金利の高い
上位７ヵ国のソブリン債券で構成されます。具体的には、格付け基準（ＢＢＢ格以上・原則年１回見直し）
を加味
した上で、バークレイズ・キャピタルが算出する国債インデックス利回りで順位付けして決定され、
７ヵ国のうち
少なくとも２ヵ国は先進国が選ばれます。2011年12月末時点においては、投資上の規制や流動性等を考慮して
アルゼンチン、
インド、
中国、
サウジアラビアが除かれます。
この新指数の第一の特徴は、高利回りであれば新興国も採用される、
という点です。新指数構成国は、格付け基

準
（ＢＢＢ 格以上）
を加味した上で、
原則毎年１回、
10月末時点の国債インデックス利回りの順位付けに基づいて、
翌年１月に見直されます。
また、第二の特徴は、新指数構成国の構成比率が、
１ヵ国あたり20％を上限とした
各国ＧＤＰ規模に基づいて決定される、
という点です。
この点は、
「財産３分法ファンド」
の海外債券部分における
従来からの投資対象ファンドの連動目標指数である
「シティグループ世界国債インデックス
（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）
」
が、
国債の時価総額に基づいて構成比率を決定していることと異なり、
経済規模がより直接的に
反映される指数であることを示しています。
ご参考

〈
「先進国海外債券」
「
、高金利海外債券」
および
「合成指数」
の推移〉
（2003年3月31日〜2011年12月30日）

16,000

高金利海外債券を
加えて、収益性の
向上を図ります。

15,000
14,000
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ーー ①先進国海外債券
ーー ②高金利海外債券
ーー ③合成指数（海外債券部分）

6,000
03年3月

05年3月

※2003年3月31日を10,000として指数化
07年3月

09年3月

11年3月

① シティグループ世界国債インデックス
（除く日本、
ヘッジなし・円ベース）
② バークレイズ・キャピタル・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス
（ヘッジなし・円ベース）
③ ①30％と②70％を日次リバランスしたもの
※上記の期間において、②と③は海外債券部分のベンチマークではありません。
※信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
※上記は過去のものであり、
将来の運用成果等を約束するものではありません。

Q

海外債券部分を、全て新たな投資対象ファンドへ入れ替えると、
さらに効果が高まるのではないですか？

A

新興国が存在感を増しており、今後長期間にわたり、新興国の経済の比重が高まると予想される一方で、
先進国の市場は制度面などで安心感があります。
また、
流動性の面からも先進国債券市場は非常に重要な

マーケットであると考えております。
弊社といたしましては、先進国海外債券への投資で当ファンドの流動性を確保しつつも、高金利海外債券への
投資で、
収益性も追求することができると考えております。
さらに、
「先進国／新興国」
という枠組みを超えて投資を
行なうことが、
当ファンド全体の安定性にも寄与するものと考えております。
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Q

投資対象に、
いわゆる新興国が加わることで、
「財産3分法ファンド」全体でのリスクは高まるのですか？

A

弊社では今般の変更に伴なう
「財産3分法ファンド」
全体のリスク増大はほとんどないものと考えております。
一般に新興国は先進国と比べ、信用力・流動性等の観点でリスクが高いと考えられます。
また、新興国の

債券や為替の価格変動も、先進国と比べて大きくなる傾向が見られます。
そして、今般の変更により新たに投資
する国には、
いわゆる新興国と呼ばれる国も含まれております。
しかしながら、
既に述べました通り、
新指数構成国
はＧ20をベースとしたものであり、先進国以外の構成国であっても経済的には既に先進国に匹敵する状況に
あると弊社では考えております。
このように、
弊社は新興国投資のメリット・デメリットを認識した上で、
「財産3分法
ファンド」
にとって適切な変更を行なっていると考えております。

Q

2012年4月の決算状況と今後の分配方針について教えてください。
「財産３分法ファンド」は、足元の市況動向や基準価額の水準などを勘案し、2012年４月期決算の分配

A

金額を、50円
（税引前１万口当たり）
に引き下げることといたしました。

今後も、
引き続き、毎月、
安定的に分配金をお支払いすることをめざす方針に変更はございません。
分配金額に関しては、市況動向、基準価額水準などを勘案し、毎月の決算時に委託会社が決定します。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が、
当ファンドでは今後も、
収益分配方針に
則り、安定した分配を継続的に行なうことをめざして参ります。
■基準価額の推移 （2003年8月5日（設定日）〜2012年4月10日）
基準価額（円）
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000

03年8月

基準価額（左軸・税引前分配金再投資ベース）
基準価額（左軸・税引前分配金控除後）
純資産総額（右軸）

05年8月

07年8月

分配金50円
（税引前、1万口当たり）

基準価額
純資産
11,473円
総額
（税引前分配金再投資ベース）
（兆円）
5,142円
2.0
（税引前分配金控除後）
1.5
1.0
純資産総額
0.5
4,954億円
0.0
11年8月
2012年4月10日現在

09年8月

■分配金実績 （2003年8月5日（設定日）〜2012年4月10日）
設定来合計

直近12期合計

11年5月

11年6月

11年7月

11年8月

11年9月

6,710円

820円

70円

70円

70円

70円

70円

11年10月

11年11月

11年12月

12年1月

12年2月

12年3月

12年4月

70円

70円

70円

70円

70円

70円

50円

※これらのグラフやデータは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
※基準価額は信託報酬（年率0.9975%
（税抜0.95％））控除後の1万口当たりの金額です。
※税引前分配金再投資ベースとは、
税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。
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受益者様限定

Q

「財産３分法ファンド」の信託報酬率に変更はありますか？
「財産３分法ファンド」
の信託報酬率に、
変更はございません。

A

投資対象とする投資信託証券において、運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の

銘柄は固定されていないこと、また、投資する外国投資信託の信託報酬は固定報酬となっていることなどから、
事前に、料率などを表示することができません。

Q

当ファンドの交付目論見書における
「投資リスク」の「基準価額の変動要因」は、
どのように変更になりますか？
「高利回りソブリン債券インデックスファンド」の投資対象への追加に伴ない、下記の青文字の部分が

A

追加となりました。

基準価額の変動要因
投資者の皆様の投資元金は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、投資元金を割り
込むことがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）
の皆様に帰属します。
なお、
当ファンドは
預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券および
株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化
などの影響により、
基準価額が下落し、
損失を被ることがあります。
また、
外貨建資産に投資する場合には、
為替の
変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
価格変動リスク
● 不動産投信は、
不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、
不動産を
取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、
マクロ経済の変化など様々な要因に
より価格が変動します。
また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、
自然災害などに伴なう不動産の滅失・
毀損などにより、
その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化
する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、
ファンドに損失が生じるリスクがあります。
● 公社債は、
金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
ただし、
その価格変動幅は、残存期間やクーポンレート
などの発行条件などにより債券ごとに異なります。
● 新興国の債券は、
先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、
基準価額にも大きな影響を与える
場合があります。
● 株式の価格は、
会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。
また、
国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。
ファンドにおいては、
株式の価格変動または
流動性の予想外の変動があった場合、
重大な損失が生じるリスクがあります。
流動性リスク
● 市場規模や取引量が少ない状況においては、
有価証券の取得、
売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、
市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、
評価価格どおりに売却できないリスク、
あるいは、
価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、
その結果、
不測の損失を被るリスクがあります。
● 新興国の債券は、
先進国の債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があり
ます。

当資料は、受益者の皆様に「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」の約款変更などについてお伝えすることなどを目的として、
日興アセットマネジメントが作成した資料です。金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく開示資料ではありません。
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受益者様限定
信用リスク
● 不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、
またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。
● 公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト
（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合
には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準
価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できない
リスクが高い確率で発生します。
● 新興国の債券は、
先進国の債券に比べて利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルトが生じるリスクが
高まる場合があります。
● 投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、
ファンドにも重大な損失が
生じるリスクがあります。
デフォルト
（債務不履行）
や企業倒産の懸念から、
発行体の株式などの価格は大きく
下落（価格がゼロになることもあります。
）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
為替変動リスク
● 一部の資産を除き、
原則として、
為替ヘッジを行なわないため、
外貨建資産については、
一般に外国為替相場が
当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
● 一部の資産において、
為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より
低い場合、
この金利差に相当するヘッジコストが発生します。
為替および金利の動向によっては、
為替ヘッジに
伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
● 一般に新興国の通貨は、
先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
カントリー・リスク
● 投資対象国における非常事態など
（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や
資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができ
ない場合があります。
● 一般に新興国は、
情報の開示などが先進国に比べて充分でない、
あるいは正確な情報の入手が遅延する場合が
あります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にも
これらのリスクがあります。
※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。
先進国海外債券 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）
シティグループ世界国債インデックス（除く日本）は、シティグループ・
グローバル・マーケッツ・インクが開発した、
日本を除く世界の主要国の国債
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。
（ ヘッジなし・円ベース）
とは、
現地通貨ベースの指数をヘッジを行なわずに円換算したものです。同指数に
関する著作権、
知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・
マーケッツ・インクに帰属します。
また、
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える
権利および公表を停止する権利を有しています。
高金利海外債券

バークレイズ・キャピタル・インターナショナル・ハイイン
カム・ソブリン・インデックス
（ヘッジなし・円ベース）
バークレイズ・キャピタル・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・イン
（”バークレイズ“）
が開発、
算出、
公表を
デックスは、
”バークレイズ・キャピタル“
おこなうインデックスであり、所有している商標です。当該インデックスに
関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。
バークレイズは、高 利 回りソブリン債 券インデックスファンド（ 以 下 、
「本商品」）の発行者またはプロバイダではありません。バークレイズは、
本商品の投資家に一切の義務を負いません。
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J-REIT（国内不動産投信） 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、
東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄に投資した場合の投資成果
（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果）
を表す
指数です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重
平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。同指数に
関する著作権、
知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に
帰属します。また、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利
および公表を停止する権利を有しています。

日本株式 日経平均株価（225種・東証）
日経平均株価（２２５種・東証）
は、株式会社日本経済新聞社が発表している
株価指数で、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち、株式市場を代表する
２２５銘柄を対象に算出されます。同株価指数に関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、株式会社日本経済新聞社に帰属します。また、株式
会社日本経済新聞社は同株価指数の内容を変える権利および公表を停止
する権利を有しています。
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