お客様本位の業務運営に関する方針

ブラックロック・ジャパン株式会社

ブラックロック・ジャパン株式会社（以下、「当社」）は「ブラックロックの使命と行動原則」に則った業務運営を実施しているところです
が、さらに、金融庁が 2017 年 3 月 30 日に公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」に掲げられた７つの原則を全て採択
し、以下の通り公表します。
【お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】
方針 1 当社はお客様本位の業務運営に関する方針を定め、公表します。
当社はこの方針を毎年 6 月をめどに見直し、年次取組状況とともに公表します。また、現在ある会議体によって、当該方針の
取組状況を監督するとともに、当該方針を定期的に見直します。
＜お客様のより良い将来に向けた経済的基盤を創造する＞というブラックロックの使命に鑑み、私たちのお客様とはブラックロック
の商品・サービスを直接・間接的に購入・利用される個人・法人等です。
【お客様の最善の利益の追求】
方針 2 当社はお客様の最善の利益を追求します。
当社は、お客様のフィデューシャリーとしてお客様の最善の利益を図るために、お客様第一主義の業務運営を行い、これが企業
文化として定着するよう努めます。
ブラックロックは全てのお客様に対し公平・平等に業務を行い、投資家の要望が資本市場に反映されるよう努力します。
【利益相反の適切な管理】
方針 3 当社はお客様との利益相反の可能性を把握し、その可能性がある場合には適切に管理します。
ブラックロックは独立系の運用会社です。このことにより多くの利益相反の可能性を排除しています。
また、ブラックロックは自社のための投資を行わない、という方針を堅持し、投資活動は全てお客様のために行います。
更に、当社は、お客様との利益相反が発生するリスクに対処するため、利益相反取引の管理に関する方針を策定し、お客様
の最善の利益を図ることを徹底しています。
【手数料等の明確化】
方針 4 当社は手数料等の明確化に努めます。
当社はお客様が負担する手数料その他の費用について、提供するサービスとの関係を整理し、分かりやすく情報を提供します。
【重要な情報の分かりやすい提供】
方針 5 当社は重要な情報を分かりやすく提供します。
当社は提供する商品・サービスの内容について、お客様の取引経験や金融知識等を考慮の上、重要な情報を分かりやすく提
供します。また、販売会社には、当社が適切と考える情報提供に協力いただけるよう働きかけます。
また、お客様の金融知識の向上に資する活動に注力しています。
【お客様にふさわしいサービスの提供】
方針 6 当社はお客様のニーズに即した商品・サービスの提供に努めます。
当社はお客様が抱える問題を理解するように努めます。その上で、お客様の最善の利益とは何かを考え、その実現のためにソリ
ューションを提案します。実現が困難なご要望については、透明性をもってその理由をお客様にご説明します。
当社は役職員に、常に student of the market としての謙虚な立場を忘れず、継続的に専門知識を習得することを求め、
お客様の最善の利益のために各業務の現場で質の高いサービスを提供することを要求します。
【従業員に対する適切な動機付けの枠組み等】
方針 7 当社はその使命・行動原則を役職員に遵守させます。
当社はその使命・行動原則が遵守されるよう、各種研修等を通じて役職員の専門性・職業倫理を高めるよう努力します。
当社の各役職員の年度の目標設定、業績評価・報酬はブラックロックの企業文化及び行動原則を役職員に対して動機付け
るものとします。
ブラックロックの使命と行動原則はこちら
2017 年 6 月 30 日現在

お客様本位の業務運営に関する取組状況
ブラックロック・ジャパン株式会社
当社はブラックロックと連携し、「お客様本位の業務運営に関する方針」に基づき、継続的に様々な取組を推進しています。下記
にて各方針に関する取組状況を紹介します。

【方針 1 に関する取組状況】


方針の見直しと取組状況の定期公表
当社は、本方針を毎年 6 月をめどに見直し、年次取組状況とともに、ウェブサイトに公表します。



ガバナンス体制の確立
お客様本位の業務運営を確保するため、現在ある会議体によって当該方針の取組状況を監督するとともに、当該方針
を定期的に見直します。

【方針 2 に関する取組状況】


運用力と運用体制の強化
ブラックロックのグローバルなネットワークを活用し、既存の運用戦略の運用パフォーマンスの向上、新たな運用戦略の構築
及び国内外の新たな投資対象の発掘に努めている他、テクノロジーによる技術革新等を見据えた運用体制の変革を継
続的かつ適時に行っています。



多様な投資手段の提供
ブラックロックは、お客様のために多様な投資手段を開発し、ご提供することを目指しています。その中でも ETF（上場投
資信託）は、流動性やコストの観点から、多くのお客様にとって有力な投資手段であると考えています。ブラックロックは株
式や債券だけでなく、コモディティや REIT など幅広い資産クラスのインデックスに連動する ETF を主要な金融市場に上場
しており、ブラックロックが設定・運用する ETF ブランド「i シェアーズ® (iShares®)」は、世界の ETF 市場において運用
残高で約 37％の市場シェア（2018 年 3 月末時点）を有しています。ブラックロックは、日本のお客様に多様な投資
手段をご提供するため、東京証券取引所にも ETF を上場しています。
i シェアーズについて



エンゲージメントを通した投資先企業の長期的な成長の促進
投資先企業の価値向上や持続的成長への貢献が長期的にお客様への利益につながるという観点から、ブラックロックに
運用を委託しているお客様の運用代理人として、企業との対話や議決権行使を行っています（以下「スチュワードシップ
活動」）。その際、お客様にその方針が明確に分かるよう、「スチュワードシップ責任を果たすための方針 」を作成し、ウェブ
サイトにて公表しています。



独立したリスク管理態勢
ブラックロックは運用部門及び営業部門から独立したリスク管理部門を設けています。リスク管理部門は社長直下に配置
され、他部門からの影響力を極力排除した形で運営されています。現在ブラックロックでは 240 名超（2017 年 6 月時
点）のリスク管理の専門家が、運用リスク・流動性リスク・信用リスク・オペレーショナルリスク・規制リスク・ベンダーリスク・テ
クノロジーリスク・パフォーマンス分析等様々な分野でリスク管理業務にあたっています。当社においても、独立したリスク管
理部門を設置し、様々なリスク管理を実施しています。
リスク管理部門では、運用しているファンドの日々のリスクレベルをモニターしているだけではなく、必要に応じて市場に影響
を与えるようなイベントや地政学的リスクが予見されるイベントが発生する際のストレステストも実施しています。また、商品
開発の際にも、開発される商品のリスクとリターンがお客様の期待水準に見合っているか分析した上で、リスク管理部門が
承認しなければ、新しい商品を設定することができない仕組みを取り入れています。更に、ブラックロックとしてそのような業
務の中でより効果的にリスクを計測するために、新しいリスク管理手法の開発を推進しています。
これらの強固なリスク管理体制により、推測可能なリスクを定量化し、現在のリスク・エクスポージャーに対する認識を高
め、より良い意思決定ができるようになることを通して、お客様に最善のサービスを提供できると考えています。



取引の最良執行
運用財産における取引の最良執行を追求するために、適切な組織の整備、取引ベンチマークの策定、事後的な検証等
を実施しています。ブラックロックのグローバルのプラットフォームを適切に活用することで、お客様に世界最先端の執行サー
ビスを提供しています。



お客様の運用財産保護
市場環境や証券会社等の取引先に不測の事態が発生してもお客様の大切な運用財産が最大限保護されるよう、オペ
レーション部門では信託銀行やグローバル・カストディアン等に保管されているお客様の運用財産を保全するための施策に
積極的に取組んでいます。



法令等遵守
当社は受託者責任に基づき、お客様からお預かりした運用財産を保護する上で、法令諸規則、お客様と取り決めた運
用基本方針、その他運用制限を遵守することを最重要視しています。なお、各種運用制限はシステム登録され、その遵
守状況をリアルタイムでモニターし、制限からの逸脱のおそれがある場合に世界各拠点の関係者が連携して適切かつ迅速
に対応できるよう、グローバル運用に対するガバナンス、管理体制の維持・強化に努めています。



世界最高水準のテクノロジーによる円滑な業務執行のサポート
ブラックロックの資産運用業務全般は、グローバルな関連部署（運用部門、リスク管理部門、トレーディング部門、オペレ
ーション部門、コンプライアンス部門等）を横断的・一元的・包括的に管理する、全社的テクノロジー・プラットフォーム
Aladdin®によってサポートされています。お客様の最善の利益を追求するため、運用リスクの可視化・業務プロセスの透
明化や自動化を徹底的に追求し、プロセス・ガバナンスの確保と円滑な業務執行に努めています。また、事業環境の変
化にあわせて Aladdin®を継続的に改良していくことで、商品や市場、規制環境の変化に柔軟に対応することを目指し
ています。



より良い資本市場の整備
お客様の大切な資金を運用するためには、投資家の権利が保護され、効率的で安定した投資環境が整備されるととも
に、各国の規制当局との協調が重要です。また、退職に備えた資金の確保を容易にする制度の拡充も必要です。当社
を含むブラックロックでは、お客様を代理し、より良い投資環境の実現に貢献するため、Global Public Policy Group と
いう部署を設置し、各国当局、国際機関や市場関係者と積極的に意見交換を行っています。当社も当該 Group と連
携を取りながら、金融審議会市場ワーキング・グループ、金融理事会による市中協議、スチュワードシップ・コード改定、
IOSCO 等の場で、お客様の立場に立って、関係者と意見交換を行っています。

【方針 3 に関する取組状況】


自己勘定取引の禁止
当社は、お客様第一主義に疑義が発生しないよう、自己勘定取引を原則として禁止するという方針を堅持しています。
お客様の最善の利益を実現するために、お客様との共同投資を行う場合等には、独立したリスク管理部門が投資のリス
ク分析を行い、それを踏まえて取引の可否について独立した投資委員会が審査を行っています。



利益相反管理方針の策定・公表
当社は、利益相反の可能性がある取引を類型化すると共に 利益相反取引の管理に関する方針 を策定し、公表してい
ます。なお、管理の対象となる利益相反の可能性には以下の事項を含みます。


お客様での勤務経験のある役職員を採用しようとする場合



名目を問わず、販売会社における販売促進費等を一部負担する場合



スチュワードシップ活動における利益相反管理方針の策定・実施
当社は、スチュワードシップ活動の対象となる会社との間に利益相反が生じる潜在的可能性が懸念される場合、具体的
にはブラックロックの関係会社やブラックロックの運用するファンド等との関係などの理由により、当社において議決権行使判
断を行うことが利益相反管理の観点から適切でないとみなされた場合に、以下の態勢にてそうした利益相反の回避に努
めます。


議決権行使に係る判断にあたっては、議決権行使に関するガイドラインに照らして、当社の利益もしくは顧客以
外の第三者の利益を図る目的から判断を歪めることがないよう、議決権行使業務の専担部門（インベストメン
ト・スチュワードシップ部）を設置しています。また独立した会議体（インベストメント・スチュワードシップ委員会）
による議決権行使の監督を通して、株主全体の長期的な利益の増大に貢献することを目指しています。企業と
の対話の実施においても、議決権行使同様、インベストメント・スチュワードシップ委員会がこれを監督していま
す。



当社において議決権行使判断を行うことが利益相反管理の観点から適切でないとみなされた場合には、第三者
の専門機関に行使判断を委ねます。

【方針 4 に関する取組状況】


手数料の明確化
当社は、投資信託商品への投資でお客様が負担する信託報酬、販売手数料等の各種費用について、法令諸規則に
従いその内容を目論見書、運用報告書等に記載しています。運用状況に応じて費用の料率が変動する場合は、全体
の費用の総額の説明と併せて、その変動の仕組み等、商品の特徴に応じた具体的な説明も目論見書に記載するなど、
わかりやすい情報提供に努めています。

【方針 5 に関する取組状況】


独自のリスクマネジメント・テクノロジーを活用した、お客様に対する情報開示の徹底
ブラックロックに運用を委託されている機関投資家のお客様向けに、運用資産の状況をご確認頂けるよう、登録制ウェブサ
イトを通じたポートフォリオの状況に関する情報提供サービスを実施しています。このサービスはブラックロックが自社開発した
テクノロジー・プラットフォーム Aladdin®を活用しており、お客様の運用資産におけるリスク管理の高度化に貢献していま
す。



お客様に適した情報提供を支援するためのセミナー・勉強会
当社は、販売会社によるお客様に適した情報提供を支援するため、個別商品や市場環境に関するセミナー・勉強会を
販売会社向けに継続的に実施しています。



お客様の金融知識の高度化支援
当社は、お客様の金融知識を高めることにより、より良い投資判断を実現できるよう多数のセミナーを継続的に実施して
います。ウェブサイトを通じた情報提供にも積極的に取り組んでいます。運用商品に関する基本情報、重要事項に加え
て、分散投資を行う際にお客様の運用の幅を拡げるためのツールである ETF の紹介 や 投資家動向調査 の公表なども
行っています。



投資判断に資する調査・研究成果の公表
ブラックロックは、お客様の投資判断のお役に立つべく各種調査・研究を行うシンクタンクを設立し、積極的に情報発信し
ています。たとえば、BlackRock Investment Instituteでは、マクロ経済の状況や、投資戦略に対する研究成果を公
表しています。

【方針 6 に関する取組状況】


商品開発方針の策定・導入後の対応
当社は、お客様の利益に適う商品の開発及び提供に資するべく、「商品開発及び商品導入後の対応に関する方針」を
策定しています。商品開発をする上では、想定されるお客様の属性、お客様に理解していただける商品性かどうか、ポート
フォリオ・マネジャーの運用能力、運用ポートフォリオの流動性、運用報酬の合理性、商品の名称と内容の整合性、販売
会社における販売方針等の点を十分に検討します。また、商品導入後は、対象期間（一定の基準日から過去 1 年
間）において、それぞれの商品が所期の目的（企図した運用成績、運用資産残高、運用・オペレーションのプロセス構
築等）を実現しているかを商品開発委員会において定期的に見直し、お客様の最善の利益を図る観点から必要と考え
られる場合には、規律をもって適切に商品の変更や償還等の対応を検討します。



お客様の最善の利益を担保する販売会社の選定
当社設定の投資信託の販売会社を決定する際には、お客様に適切なサービス・情報提供が可能な販売先かどうかを検
討するためのデューディリジェンスを実施しています。今後は当該販売会社における「顧客本位の業務運営に関する方針」
とその取組状況もデューディリジェンスの一部とします。



先端的テクノロジーを活用した顧客本位の業務運営の推進
ブラックロックは、お客様にとって最良の資産運用を実現するためには、徹底した運用リスクマネジメントと運用プロセスのガ
バナンスが必須と考えています。この認識の下、お客様本位のプロセスを担保するため、創業当初にテクノロジー・プラットフ
ォーム Aladdin®を自社開発し、拡張し続けてきました。更に、同様の課題認識を持つ機関投資家、銀行、証券会社
等の資産運用業務プロセス及びリスク管理の高度化を支援し、テクノロジーを活用したより良い顧客本位の業務運営の
実践に資するべく、外部のお客様にも提供しています。



役職員の金融知識の高度化
当社が取り扱っている金融商品には複雑なものも含まれることから、ブラックロックの世界最先端の知見を活用した金融知
識に関する各種研修を役職員に提供しています。また、お客様の属性に応じて必要な金融知識の提供が行えるよう、自
主的な勉強会を随時行うことで、金融商品に対する理解を深めるよう努めています。

【方針 7 に関する取組状況】


お客様第一の行動規範の策定
ブラックロックは、＜お客様のより良い将来に向けた経済的基盤を創造する＞という使命を果たす為に、4 つの行動原則を
掲げ、役職員に遍く遵守を求めています。加えて、お客様の利益を第一に行動するよう、ブラックロックは、グループ企業の
役職員全てが従うべき具体的な行動規範（Code of Business Conduct and Ethics）を制定しています。当社も
役職員に対し本行動規範に従うことを求めています。



適切なローカル・ガバナンスを実現する取締役会の構成
お客様本位の業務運営を実現するためにはグローバル・コーディネーションとローカル・ガバナンスの両者が必要ですが、適
切なローカル・ガバナンスを実現するためには取締役会の構成が極めて重要です。そのため、当社においては、外資系金
融機関におけるローカル・ガバナンスのあり方を十分に理解している人材を取締役に選任しています。



適切な人材の採用
当社は、各部門の各階層において業界で最高水準のプロフェッショナルを採用することを基本としています。採用可否の判
断にあたっては、ブラックロックの 4 つの行動原則に表された当社の企業文化への適合も考慮しています。



目標設定・業績評価・報酬体系
各役職員の年次目標設定、業績評価・報酬はブラックロックの企業文化及び行動原則の遵守を動機付けるものとなって
います。たとえば、賞与は、会社の業績及び各役職員のパフォーマンス評価などによって決定されますが、役職員のパフォー
マンス評価に企業文化及び行動原則の遵守状況を含めることで、お客様の長期的な利益を追求するための動機付けを
行っています。



表彰制度による動機付け
ブラックロックの企業文化及び行動原則を定着させるため、グループで実施される行動原則に係る表彰制度に当社も積
極的に参加しています。



研修制度の整備
当社は、お客様の最善の利益を追求するための行動規範・管理体制等を学ぶための対面・オンライン研修を実施してい
ます。具体的には、コンプライアンス、情報管理、オペレーションリスク管理、金融犯罪防止など、必要な研修を随時役職
員に実施しています。
2018 年 6 月 29 日現在

お客様本位の業務運営に関する主要な取組結果
【方針 1 に関する取組結果】


ブラックロック・ジャパン株式会社

ガバナンス体制の確立
当社では、適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築及び業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委員会が
設置されています。本方針の位置づけや重要性を鑑み、エグゼクティブ委員会を顧客本位の業務運営の取組状況の監
督機関として定めました。年に一度、コンプライアンス部・経営企画部からエグゼクティブ委員会に顧客本位の業務運営の
取組状況を報告した上で、改定案を提案します。エグゼクティブ委員会での議論を通して改定案を最終化した上で、ウェ
ブサイトにて公表します。

【方針 2 に関する取組結果】




多様な投資手段の提供
ブラックロックは、お客様のために多様な投資手段を開発し、ご提供することを目指しています。日本の最終投資家のお客
様の潜在的・顕在的ニーズにお応えするため、2017 年 7 月から 2018 年 6 月にかけて、国内籍投資信託 14 本、外
国籍投資信託 13 本、上場投資信託７本の計 34 本のファンドを立ち上げました。
特に、日本のお客様のリタイアメントに資する商品には潜在的・顕在的ニーズが高いという考えから、リタイアメントに関する
革新的な商品の開発・運用を行っております。


日本のお客様の確定拠出年金向けにターゲット・デート・ファンド（LifePath®）の開発・運用
ブラックロックは業界初の ターゲット・デート・ファンド を 1993 年に米国で開発、LifePath®というブランド
名で運用を開始しました。それぞれの国の人口動態、賃金上昇率、個人の投資行動等を踏まえてカスタマイズした
LifePath ファンドを世界各国で設定、運用しています。当社では、日本の投資家向けにカスタマイズした LifePath
ファンドを 2017 年に設定し、既に複数の企業型 DC 運営管理機関・事業主に採用いただいています。



Decumulation fund（取崩し型ファンド）の開発に参画
長寿化社会において重要な資産寿命の延伸を意識した運用戦略をベースに、「適切な長期投資をしながら定期的
に取崩す」ことも目的の一つとしたマルチアセット型ファンドの開発に参画しました。「ライフ・ジャーニー(愛称：最高の
人生の描き方)」という名称で国内の販売会社を通して日本の個人投資家のお客様に提供されています。

エンゲージメントを通した投資先企業の長期的な成長の促進
当社ではスチュワードシップ活動の一貫として、投資先企業の価値向上や持続的成長への貢献を目指して 2017 年７
月から 2018 年 6 月にかけて、約 300 回のエンゲージメントを実施しました。また、個別議決権行使の結果についてウェ
ブサイトで公表しています。



独立したリスク管理態勢
ブラックロックのリスク管理部門では、流動性リスク管理に関する方針を大幅に見直し、グローバルに流動性リスクを管理す
るための新しいプロセス・体制を整備しました。それに伴い、当社でも流動性リスク管理に関する規定を策定し、商品開
発・商品提供期間中・償還時の各ステージにおける流動性リスク管理の考え方とリスク管理の方法を規定しました。流動
性リスクの現状につき、投資委員会やリスク・コントロール委員会で報告を行うこととしました。
また、当社におけるリスク管理体制を更に強固なものとするために、主要なリスクの現状について、四半期に一度取締役
会への報告を行うこととしました。

【方針 4 に関する取組結果】


手数料の明確化
ブラックロックでは、投資信託商品への投資でお客様が負担する信託報酬、販売手数料等の各種費用について、わかり
やすい説明を心がけるだけでなく、ファンドの特性や競争環境を踏まえた手数料水準の見直しを実施しています。たとえ
ば、運用テクノロジーの進展等を受け、ブラックロックが設定・運用するファンドを含むインデックスファンドや ETF における信
託報酬が世界的に低下傾向ににあることを受け、i-mizuho シリーズでは、2018 年 2 月 3 日より一部ファンドの信託
報酬を引き下げました。

【方針 5 に関する取組結果】


お客様の金融知識の高度化支援
ブラックロックでは、ブラックロック・グローバル・インベスター・パルス・サーベイ（投資家動向調査）を、世界 18 カ国／地域
約 2 万 8,000 人を対象に行っています。日本においては、2017 年が 3 回目となります。今回の調査では、日本や世
界の投資家が自身の資産運用やリタイアメント（退職後）に向けた準備などについて、どのように考えて行動し、またそれ
らにテクノロジーがどのように活用されているかを調査・分析しています。金融知識の高度化に資する情報提供活動の一
貫として、本レポートをウェブサイトに公表しました。
また、投資家のお客様の大きな関心事であるリタイアメントに関する最先端の知見を機関投資家・個人投資家に提供し
ています。


リタイアメント・ラウンドテーブルの実施、レポートの公開
世界各地で、金融に限らず、医療、介護、テクノロジー等、リタイアメントに深い関わりを持つ各業界の有識者を招
き、リタイアメント関連分野の最重要課題について包括的に議論するラウンドテーブル会議を主催しています。日本で
も 第一回ラウンドテーブル を 2016 年 3 月、第二回を 2018 年 4 月に実施しました。なお、第二回ラウンドテーブ
ルでの議論を紹介するレポートを 2018 年中ごろに発行する予定です。



日本のリタイアメントに関する政策提言・規制改正要望レポートの発行
世界各国でリタイアメントに関する政策提言・規制改正要望をまとめたレポートを発行しています。日本のリタイアメン
ト関連市場の制度の概観と政策提言・規制改正要望をまとめたレポートを 2018 年度前半に発行する予定です。

【方針 6 に関する取組結果】


商品開発方針の策定・導入後の対応
当社は、お客様の利益に適う商品の開発及び提供に資するべく、「商品開発及び商品導入後の対応に関する方針」を
策定しています。商品導入後に、それぞれの商品が所期の目的を実現しているかを商品開発委員会において定期的に
見直す中で、お客様の最善の利益を図る観点から効率的な運用が難しいと判断された 1 本の私募ファンドを 2018 年
2 月に、10 本の公募ファンドを 2018 年４月に、それぞれ償還いたしました。

【方針 7 に関する取組結果】


表彰制度による動機付け

ブラックロックの企業文化及び行動原則を定着させるため、グループで実施される行動原則に係る表彰制度に当社
も積極的に参加しています。2017 年は、過去最高となる 760 名の候補者の中から、ブラックロックのユニークな企
業文化を体現していると思われる 30 名が選定されました。ブラックロック・ジャパンからは Principle Awards に 2
名（We are One BlackRock と We are Innovators）、Heart of BlackRock Awards に 1 名の職員
が選ばれました。

【お客様本位の業務運営の成果指標（KPI）】


個人投資家のお客様向けに提供しているコア商品一覧（2018 年 3 月末）
分野

ファンド名（注 1）

純資産総額
（億円）

設定年月

提供形態

ブラックロック・インデックス
投資戦略ファンド

106

2014 年５月

当社設定
国内籍投信

433(注 2)

2010年8月

グループ会社設定
外国籍投信

3,318

2013 年 2 月
2013 年 10 月
2014 年 7 月

他社設定
国内籍投信
(注 3)

164

2016 年 12 月

当社設定
国内籍投信

110

2017 年 6 月

当社設定
国内籍投信

353(注 2)

1997 年 12 月

グループ会社設定
外国籍投信

634

2017 年 5 月

当社設定
国内籍投信

ブラックロック日本小型株オープン

124

1998 年７月

当社設定
国内籍投信

ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・
ポートフォリオ

285

2017 年 8 月

当社設定
国内籍投信

1,547(注 2)

1990 年７月

グループ会社設定
外国籍投信

ブラックロック・グローバル・
マルチアセット

インベストメント・シリーズ

アロケーション

グローバル・アロケーション・ポートフォリオ
グローバル・アロケーション
ブラックロック・BEST
（為替ヘッジあり/年２回決算型)

インカム

ブラックロック i インカム
ブラックロック・グローバル・
インベストメント・シリーズ
インカム・ストラテジー・ポートフォリオ
ブラックロック・米国小型株式
ビッグデータ戦略ファンド

コアテーマ

オルタナティブ

（為替ヘッジあり/なし）

（円/年 1 回決算コース）
ブラックロック・グローバル・

キャッシュ

インベストメント・シリーズ
スーパー・マネー・マーケット・ファンド

(注 1) 運用効率を考えて資産残高が十分に大きく（100 億円以上）、長期的な成長が見込める分野（マルチアセッ
トアロケーション・インカム・オルタナティブ・長期コアテーマ）のファンドを選定。
(注 2) 1 ドル 106.19 円で純資産総額を試算。
(注 3) ブラックロックが、国内の運用会社のサブアドバイザリーとして当ファンドの運用エンジンを提供。





資産形成に資する投資信託（つみたて NISA 採用）の残高(2018 年 3 月末)
ファンド名

純資産総額
(億円)

設定年月

ブラックロック・つみたて・
グローバルバランスファンド

2

2018 年 1 月

ブラックロックがグローバルに運用するアクティブ運用商品のうち、Peer Median またはベンチマークを上回っている
運用資産の割合（2017 年実績）
商品カテゴリー

1年

3年

5年

Taxable Fixed
Income

81%

73%

90%

Fundamental
Active Equity

70%

72%

73%

Systematic
Active Equity

83%

87%

90%

(出所) BlackRock Inc. “2017 Annual Report.”
(注) 2017 年 12 月 31 日時点で入手可能なデータに基づく試算。詳細については巻末「ファンドパフォーマンスの計算
方法について」参照。
2018 年 6 月 29 日現在

重要事項
本資料は、当社が、お客様本位の業務運営に関する方針および取組状況をご説明する目的として作成したものであり、特定の金
融商品について勧誘するものではありません。本資料は、当社及びブラックロックが信用に足ると判断した情報・データに基づき作成さ
れていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に掲載されたブラックロックの意見、見解は、本資料作成
日時点におけるものであり、今後、予告なく変更されることがあります。本資料に掲載された過去の実績及び今後の予測は、なんら
将来の成果を保証または示唆するものではありません。本資料の著作権は、当社またはブラックロックに帰属し、全部または一部分
であってもこれを複製・転用することは社内用、社外用を問わず許諾されていません。
取引に関するコスト等について
当社が投資一任契約または投資信託によりご提供する戦略においては、3.294％（税別 3.05％）を上限とした運用報酬をご
負担いただきます。当該運用報酬の名目は、投資一任契約においては投資顧問報酬であり、投資信託の場合には信託報酬
（当社の収受分のみ）となります。また、この報酬料率には、投資一任契約または投資信託の運用資産内に国内外の投資信託
等ファンドを組入れる場合、原則として、それらのファンドに係る運用報酬分をも含んだものとなっております。なお、この上限報酬料
率は、本資料作成日現在、当社がご提供する戦略のうち、最も高い報酬料率を設定している戦略のものとなります。当社からご提
供する戦略によっては、上述の運用報酬に加えて、運用実績に対して成功報酬を徴収させていただく場合があります。成功報酬料
率の計算方法は、それぞれの戦略及び商品ごとに個別に規定されておりますが、一定の運用実績に対し 32.40％（税別
30％）を上限としております。この上限成功報酬料率は、当社がご提供する、成功報酬適用戦略のうち、最も高い成功報酬料
率を設定している戦略のものとなります。
また、当社がご提供する投資信託等では、運用の一環として有価証券の貸付（セキュリティー・レンディング）を行う場合がありま
す。この場合、有価証券の貸付から生じる収益に対し、50％（税込み）を上限とした率を乗じた額をその報酬として徴収させてい
ただきます。
上記の報酬以外にお客様にご負担いただく直接・間接の費用として、投資一任契約または投資信託の運用資産内にて組入れ資
産の売買を行う場合に発生する売買手数料及びそれらに係る消費税等の租税があります。また、投資信託を売買する場合には、
申込手数料、解約等手数料、信託財産留保金及びその他事務・管理費用等が課される場合がありますが、お客様が当社が設
定・運用を行う投資信託を直接購入される場合、及び、投資一任契約または投資信託の運用資産内にて投資信託等ファンドを
組入れる場合に、これらを直接・間接にご負担いただくことになります。これらの費用については、投資対象とする金融商品やそれらの
売買の状況等によって異なりますので、一律に表示することができません。従いまして、実際に当社戦略の提供を受けられる場合に
は、それぞれの提供形態にそってお客様に交付されます契約締結前交付書面、目論見書、投資信託約款及び商品説明書等を
よくお読みいただき、その内容をご確認下さい。
当社または当社のグループ会社が設定・運用するファンドを、投資一任契約に基づき組入れる場合、または、当社が金融法人のお
客様へ勧誘する場合は、当該ファンドを組み入れたいとする誘因が潜在的にあるという理由から当社または当社のグループ会社とお
客様との間に金融商品取引法上の利益相反のおそれがある取引に該当致します。また、ファンドにより当社または当社のグループ会
社の自己投資、役職員投資が含まれることがあり、この場合も同様の利益相反の状況が想定されます。当社は、利益相反のおそ
れがある旨をこのようにお客様へ開示することが、お客様のご理解・ご判断に資するという点で、適切な対応方法であると考えており
ます。
詳細については、当社ホームページに掲載の 利益相反取引の管理に関する方針 をご参照下さい。

リスクについて
当社が投資一任契約または投資信託によりご提供する戦略は、全て、投資元本が保証されておりません。当社が投資一任契約ま
たは投資信託によりご提供する戦略においては、主に国内外の株式、公社債、証券化商品及び投資信託等の値動きのある金融
商品等を投資対象としております。また国内外の市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引を使用する戦略や金融商品等の
買い持ちばかりではなく売り持ち手法を使用する戦略等もあります。したがって、以下のような、リスクがあります。1）金融商品等の
価格は、各国の経済情勢、金利動向、株価動向、不動産市況動向、商品相場の動向等によって変動し、それによって損失を生
じ、投資元本を毀損する可能性があります。2）当該金融商品等の発行者または保証会社の経営や財務の状況、その変化及び
それに対する外部評価の変化等を直接・間接の原因として株価が変動し、それによって損失が生じ、投資元本を毀損する可能性
があります。3）当該金融商品等に付された権利等を行使する期間に制限がある場合には、この制限を直接・間接の原因として損
失を生じ、投資元本を毀損する可能性があります。4）当該商品に何らかの売買制限が付されている場合及び流動性が十分では
ない場合等には、売買の機会が制限を受け、これを直接・間接の原因として損失を生じ、投資元本を毀損する可能性があります。
なお、当社がご提供する戦略毎のリスクについては、投資対象とする金融商品等がそれぞれの戦略によって異なりますので、一律に
表示することができません。従いまして実際に当社戦略の提供を受けられる場合には、それぞれの提供形態にそってお客様に交付さ
れます契約締結前交付書面、目論見書、投資信託約款及び商品説明書等をよくお読みいただき、その内容をご確認下さい。
ファンドパフォーマンスの計算方法について
過去の運用実績は、将来の成果を示唆するものではありません。特段の記載がない限り、本資料に掲載された運用実績に関する
情報は、2017 年 12 月 31 日現在のものであり、その時点において入手可能な速報データに基づくものです。本資料に掲載され
た運用実績データは、2017 年 11 月 30 日現在において入手可能な富裕層向け口座を含めて、運用実績データが入手可能な
全ての、米国登録投資会社、欧州籍リテール・ファンド及び運用口座等のアクティブ運用の株式及び債券口座の情報を反映したも
のです。運用実績データは、2017 年 12 月 31 日以前に運用を中止した口座及びデータの検証が完了していない口座は除外し
ています。当該口座を含めた場合、提供された運用実績データは本資料において掲載されたデータと大幅に異なる可能性がありま
す。
本資料に掲載された運用実績比較は、機関投資家向け及び富裕層向け運用口座に関しては報酬控除前、リテール・ファンドにつ
いては報酬控除後の表示となっています。運用資産情報は、資産クラスごとの各口座またはファンドについて 2017 年 12 月 31 日
現在で入手可能な運用残高に基づいており、同一口座またはファンドの重複運用の調整前の表示となっています。ファンドの運用
実績は、配当及び分配金の再投資を反映しています。
本資料に掲載されている運用実績は、ブラックロックが選定した対象となるベンチマークまたは類似商品の中央値に関する情報から、
算出されています。類似商品の中央値は部分的に、それぞれの商品カテゴリーが含まれるリッパーまたはモーニングスターのどちらかの
データに基づいています。
お問い合わせ先
ブラックロック・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 375 号
加入協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、 日本証券業協会、一般社団法人 第
二種金融商品取引業協会
ホームページ http://www.blackrock.com/jp/
〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号 丸の内トラストタワー本館

