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○当ファンドは、投資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
ご提供する旨を定めております。右記＜照会先＞
ホームページにアクセスし、「基準価額一覧」もし
くは「ファンド検索」から当ファンドのファンド名
称を選択することにより、ファンドの詳細ページに
おいて運用報告書（全体版）を閲覧およびダウン
ロードすることができます。

○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。

＜照会先＞
● ホームページアドレス

http://www.am.mufg.jp/
● お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時、
土・日・休日・12月31日～１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

ユーロランド・ソブリン・インカム

商品分類（追加型投信／海外／債券）
第104期（決算日：2016年１月12日）
第105期（決算日：2016年３月10日）
第106期（決算日：2016年５月10日）

作成対象期間：2015年11月11日～2016年５月10日

第106期末（2016年５月10日）
基 準 価 額 5,391円
純資産総額 11,738百万円

第104期～第106期
騰 落 率 －5.4％
分配金合計 150円

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。

受益者のみなさまへ

投資家のみなさまにはご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
ユーロランド・ソブリン・インカムは、このたび第106期の決算を行いました。
当ファンドは、ユーロ参加国・参加見込国のソブリン債券（Ａ格以上）を主要投資対象とし、高水準かつ安
定的なインカムゲインの確保とともに、信託財産の成長を目指して運用を行うことを目的としております。
当作成期は、ユーロや英ポンドが対円で下落（円高）したことがマイナスに作用し、基準価額（分配金再投
資ベース）は当作成期首に比べ下落しました。また、円に対して下落率が相対的に大きかった英ポンドをベ
ンチマークと比べてオーバーウェイト（ベンチマークの時価総額構成比率に対して高めの投資割合）してい
たことなどがマイナスに作用し、ベンチマークに対してアンダーパフォーム（運用成果が下回る）しまし
た。ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後については、引き続き、ユーロ圏は金融緩和の長期化が予想されることなどから、ベンチマークに対し
てアンダーウェイト（ベンチマークの時価総額構成比率に対して低めの投資割合）とする方針です。一方、
スウェーデンは景気が相対的に堅調であることやポーランドはユーロ圏よりも相対的に高い成長率が見込ま
れることなどから、ベンチマークに対してオーバーウェイトとする方針とし、パフォーマンス向上に努める
所存です。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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ユーロランド・ソブリン・インカム
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運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について （第104期～第106期：2015/11/11～2016/５/10）

基準価額の動き
基準価額は当作成期首に比べ5.4％（分配金再投資ベース）の下落と
なりました。

ベンチマークとの差異
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－4.5％）を0.9％下回
りました。

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもの
で、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースによ
り異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すもの
ではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

下落要因
ユーロや英ポンドが対円で下落したことなどが、基準価額の下落要因となりま
した。

第104期首 ： 5,855円
第106期末 ： 5,391円

（既払分配金 150円）
騰落率 ： －5.4％
（分配金再投資ベース）

・ベンチマークは、シティ欧州

世界国債インデックス（円

ベース）です。詳細は最終

ページの「指数に関して」を

ご参照ください。

・ベンチマークは、当作成期首

の値をファンドの基準価額と

同一になるように指数化して

います。0
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基準価額等の推移
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１万口当たりの費用明細 （2015年11月11日～2016年５月10日）

項目
第104期～第106期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 35円 0.618％ (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）

（投信会社） (23) (0.403) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の

作成等の対価

（販売会社） (11) (0.188) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価

（受託会社） ( 2) (0.027) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(b) その他費用 1 0.010 (b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（保管費用） ( 0) (0.008) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

（監査費用） ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

（その他） ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合計 36 0.628

作成期中の平均基準価額は、5,687円です。

（注）作成期間の費用（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。

（注）消費税は報告日の税率を採用しています。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（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）を作成期間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位未満は四捨五入してあります。
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最近５年間の基準価額等の推移について （2011年５月10日～2016年５月10日）

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもの
で、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースによ
り異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すもの
ではない点にご留意ください。

・分配金再投資基準価額、ベンチマークは、2011年５月10日の値を基準価額と同一となるように指数化し
ています。

・海外の指数は基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

最近５年間の年間騰落率

2011/５/10 2012/５/10 2013/５/10 2014/５/12 2015/５/11 2016/５/10
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 5,634 4,930 6,186 6,036 6,148 5,391

期間分配金合計（税込み）（円） － 480 480 480 300 300

分配金再投資基準価額騰落率 － －3.9％ 37.4％ 5.7％ 6.9％ －7.6％

ベンチマーク騰落率 － －1.7％ 36.4％ 11.6％ 7.1％ －6.3％
純資産総額（百万円） 30,354 19,911 20,352 17,106 14,922 11,738

・ファンド年間騰落率は、ベンチマーク年間騰落率と比較するため、収益分配金（税込み）を再投資したも
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。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、また課税条件によっても異なるため、上
記の騰落率は一律に受益者の収益率を示すものではない点にご留意ください。

ベンチマークは、シティ欧州世界国債インデックス（円ベース）です。詳細は最終ページの「指数に関し
て」をご参照ください。
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（注）ドイツおよび英国の10年国債利回りは、現地前営業日の数値を

用いています。
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為替レート（円・ユーロ）

為替レート（円・英ポンド）

為替市況の推移

投資環境について （第104期～第106期：2015/11/11～2016/５/10）

◎欧州債券市況
・ドイツ10年国債利回りは、欧州中央銀行
（ＥＣＢ）による追加金融緩和などを受
け低下しました。

・英国10年国債利回りは、利上げ観測の後
退や景気の減速懸念の高まりなどを背景
に低下しました。

◎為替市況
・ユーロは、世界景気の減速懸念などを背
景にリスク回避姿勢が強まったことやＥ
ＣＢによる追加金融緩和を受け、円に対
して下落しました。

・英ポンドは、利上げ観測の後退や同国の
ＥＵ離脱を巡る不透明感の高まりなどを
背景に、円に対して下落しました。
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当該投資信託のポートフォリオについて

・当ファンドは、ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券（Ａ格以上）を主要投資対象
とし、これらの債券を高位に組み入れて運用を行いました。

◎国別資産配分
・ユーロ圏は、ＥＣＢによる金融緩和の継続が見込まれることなどから、ベンチマークに対
して概ねアンダーウェイトを維持しました。

・英国は、景気が底堅く推移していたことなどから、ベンチマークに対して概ねオーバー
ウェイトとしていたものの、ＥＵ離脱懸念の高まりや利上げ観測の後退などを背景に足元
はベンチマークとほぼ同程度の比率としました。

・スウェーデンは、景気が底堅く推移していることなどを背景に、ベンチマークに対して概
ねオーバーウェイトを維持しました。

◎デュレーション
・ＥＣＢによる金融緩和の継続が見込まれることなどから、デュレーションはベンチマーク
に対して概ね長めとしました。

※デュレーション

「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対す

る価格の変動が大きくなる傾向があります。

◎為替ヘッジ
・各通貨とも中長期的に対円で上昇するとの見通しから、為替ヘッジは行いませんでした。

◎信用格付
・Ａ格以上のソブリン債券を主要投資対象としています。

・前記の運用を行った結果、保有しているフランスやベルギーなどの長期の債券の利回りが低
下（価格は上昇）したことなどがプラスに寄与した一方、ユーロや英ポンドが対円で下落し
たことなどから、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。

（ご参考）
ポートフォリオの状況
作成期首（2015年11月10日）

ファンド ベンチマーク

平均終利 1.41％ －

平均直利 3.78％ －

平均デュレーション 7.7 7.7

作成期末（2016年５月10日）

ファンド ベンチマーク

平均終利 0.78％ －

平均直利 2.94％ －

平均デュレーション 8.2 7.9

※組入比率は未収利息等を除いております。

・平均終利（複利最終利回り）とは、償還日までの利子とその再投資収益および償還差損益も考慮した利回り（年率）をいいます。

・平均直利（直接利回り）とは、利子収入部分にのみ着目した利回り。債券価格に対する利子の割合（年率）をいいます。
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当該投資信託のベンチマークとの差異について （第104期～第106期：2015/11/11～2016/５/10）

・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。
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基準価額とベンチマークの対比（騰落率）

・基準価額は当作成期首に比べ、5.4％（分配金再投資ベース）の下落となり、ベンチマーク
（騰落率－4.5％）とのカイ離は0.9％程度となりました。

・ポートフォリオ全体のデュレーションをベンチマークと比べて長めとしていたことなどはプ
ラスに寄与した一方、円に対して下落率が相対的に大きかった英ポンドをベンチマークに対
してオーバーウェイトしていたことなどから、ベンチマークに対してアンダーパフォームし
ました。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準・市況動向等を勘案し、利子・配当収入を中心に分
配金額を決定します。その結果、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかっ
た利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用しま
す。

【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第104期 第105期 第106期

2015年11月11日～
2016年１月12日　

2016年１月13日～
2016年３月10日　

2016年３月11日～
2016年５月10日　

当期分配金 50 50 50
（対基準価額比率） 0.884％ 0.902％ 0.919％
当期の収益 22 18 17
当期の収益以外 28 31 32

翌期繰越分配対象額 348 317 284

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファン
ドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない
場合があります。
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今後の運用方針

◎運用環境の見通し
・ユーロ圏では、資源価格の下落などを背景に個人消費を中心として緩やかな景気回復が継続
すると見込んでいるものの、依然として低インフレ環境が継続しておりＥＣＢは追加の金融
緩和策を実施する可能性があることなどから、ユーロは円を除く主要国通貨に対して下落す
るとみています。

・スウェーデンでは、景気は底堅く推移しており、インフレ率も上向きつつあるなど中央銀行
による金融緩和スタンスが後退すると予想していることから、スウェーデン・クローネは
ユーロや円に対して上昇するとみています。

◎今後の運用方針
・引き続き、ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券（Ａ格以上）を主要投資対象と
し、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。

国別資産配分
・ユーロ圏は、金融緩和の長期化が見込まれ、他の欧州通貨に対してユーロ安基調が続くとみ
られることなどから、ベンチマークに対してアンダーウェイトを維持する方針です。

・スウェーデンは、ユーロ圏と比べて景気は相対的に堅調であることなどから、ベンチマーク
に対してオーバーウェイトとする方針です。

・ポーランドは、ユーロ圏よりも相対的に高い成長率が見込まれることから、ベンチマークに
対してオーバーウェイトとする方針です。

デュレーション
・ユーロ圏は、ＥＣＢによる金融緩和の継続が見込まれることから、ファンドのデュレーショ
ンはベンチマークに対して長めを維持する方針です。

為替ヘッジ
・投資通貨全般に、中長期的には対円で堅調な推移になると考えていることから、為替ヘッジ
を行わない方針です。

信用格付
・引き続き、投資環境を見極め、信用格付の高い銘柄を中心に組み入れていく方針です。
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※三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。
詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）
をご覧ください。

お知らせ

2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得
税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。

当該投資信託の概要

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券

信 託 期 間 無期限（1998年８月28日設定）

運 用 方 針
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行

います。

主要投資対象 ユーロ参加国・参加見込国のソブリン債券（Ａ格以上）

運 用 方 法
・ユーロ参加国・参加見込国のソブリン債券を主要投資対象とします。

・ソブリン債券からの安定した利子収入の確保とともに信託財産の成長を目指します。

分 配 方 針

毎年１、３、５、７、９、11月の10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づ

いて分配を行います。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。基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定し

ます。
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ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

○上記は、2011年５月から2016年４月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび
他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

○各資産クラスの指数
日本株　：TOPIX®配当込み指数
先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
日本国債：NOMURA-BPI国債
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）

※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースまたは三菱ＵＦＪ国際投信が円換算
した指数を採用しています。

・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
・騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。
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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 （2016年５月10日現在）

種別構成等

・比率は純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他の
ファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

コール・ローン等

1.7％

公社債

98.3％

【資産別配分】
その他

11.1％
フランス

30.9％
オーストリア

6.8％

スウェーデン

7.7％

ベルギー

8.9％

国際機関

9.5％
アイルランド

10.1％

イギリス

15.0％

【国別配分】
その他

7.8％

ノルウェークローネ

6.1％

ユーロ

63.1％英ポンド

15.2％

スウェーデンクローナ

7.9％

【通貨別配分】

組入上位10銘柄

（組入銘柄数：33銘柄）

銘柄名 種類 比率

１ 3 O.A.T 220425 国債 9.9％

２ 3.25 O.A.T 211025 国債 7.9％

３ 4.75 GILT 301207 国債 6.6％

４ 3.5 SWD GOVT 220601 国債 5.7％

５ 1.5 EIB 220512 国際機関債 5.5％

６ 1.65 AUSTRIA GOVT 241021 国債 5.3％

７ 5.5 O.A.T 290425 国債 5.0％

８ 5.4 IRISH GOVT 250313 国債 4.4％

９ 4.25 O.A.T 231025 国債 4.3％

10 5 BEL GOVT 350328 国債 4.2％

・比率は純資産総額に対する割合です。

・なお、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）でご覧いただけます。

純資産等

項目
第104期末 第105期末 第106期末

2016年１月12日 2016年３月10日 2016年５月10日

純資産総額 12,503,239,607円 12,134,477,243円 11,738,931,328円

受益権口数 22,306,301,395口 22,090,585,705口 21,774,141,179口

１万口当たり基準価額 5,605円 5,493円 5,391円

・当作成期間中（第104期～第106期）において
追加設定元本は217,417,383円
同解約元本は1,234,311,428円です。
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指数に関して

○ファンドのベンチマークである『シティ欧州世界国債インデックス（円ベース）』について
シティ欧州世界国債インデックスは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券イ
ンデックスで、1984年12月末を100とする欧州主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重
平均し、指数化したものです。

○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

TOPIX®配当込み指数
TOPIX®配当込み指数は、東京証券取引所市場第一部に上場している全ての日本企業（内国普通株式全銘
柄）を対象とした株価指数であり、配当を考慮して算出しています。TOPIX®配当込み指数は、（株）東京
証券取引所およびそのグループ会社（以下、「東証等」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数
値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当ファン
ドは、東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当ファンドの発行又は売買に起
因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）は、MSCIコクサイ・インデックス（税引き後
配当込み、米ドルベース）を三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したものであり、日本を除く世界主要先進国の
大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指数です（出所：MSCI）。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）は、MSCIエマージング・
マーケット・インデックス（税引き後配当込み、米ドルベース）を三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したもの
であり、世界主要新興国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指数です（出所：
MSCI）。
ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結
性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコ
ピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索シス
テムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、日本で発行されている公募の固定利付国債を対象とした債券指数です。「NOMURA-BPI
国債」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、対象
インデックスを用いて行われる三菱ＵＦＪ国際投信の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。

シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公
表されている債券インデックスで、1984年12月末を100とする日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益
を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。

J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）
J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）は、新興国政府が発行する現地通貨建て国債を対象とした債券
指数です。情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全
性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書
面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, 
J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
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