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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

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月決算型）

商品分類（追加型投信／海外／債券）
第59期（決算日：2015年10月26日）　第62期（決算日：2016年１月25日）
第60期（決算日：2015年11月24日）　第63期（決算日：2016年２月24日）
第61期（決算日：2015年12月24日）　第64期（決算日：2016年３月24日）

作成対象期間：2015年９月25日～2016年３月24日

第64期末（2016年３月24日）
基 準 価 額 6,604円
純資産総額 4,459百万円

第59期～第64期
騰 落 率 －6.0％
分配金合計 510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。
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）は、このたび第64期の決算を行
いました。
当ファンドは、米ドル建のハイ・イールド債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確
保と、債券の値上がり益および円に対する豪ドルの為替差益の獲得を目指すことを目的としております。
当作成期は、米ドル売り／豪ドル買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）が得られたこと
などがプラスに寄与した一方、原油価格の下落などを背景に、米国ハイ・イールド債券市場が下落したこと
や、豪ドルが円に対して下落（円高）したことなど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て下落しました。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、ボトムアップ戦略による個別銘柄選択を重視した運用を行う方針です。
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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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）

1

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について （第59期～第64期：2015/９/25～2016/３/24）

基準価額の動き
基準価額は当作成期首に比べ6.0％（分配金再投資ベース）の下落となり
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

上昇要因
・米ドル売り／豪ドル買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収
益）が、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

・原油価格の下落などを背景に、米国ハイ・イールド債券市場が下落したこと
が、基準価額の下落要因となりました。

・豪ドルが対円で下落（円高）したことが、基準価額の下落要因となりまし
た。

第59期首 ： 7,575円
第64期末 ： 6,604円

（既払分配金 510円）
騰落率 ： －6.0％
（分配金再投資ベース）

・当ファンドの値動きを表す適

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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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）

2

１万口当たりの費用明細 （2015年９月25日～2016年３月24日）

項目
第59期～第64期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 36円 0.526％ (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） (15) (0.215) 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） (20) (0.295) 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） ( 1) (0.016) 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 0 0.002 (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

（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

合計 36 0.528

作成期中の平均基準価額は、6,897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）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託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）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含み

ません。

（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入

れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。「１万口当たりの費用明細」が取得できないものについ

ては参考情報を掲載しています。

（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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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
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最近５年間の基準価額等の推移について （2011年３月24日～2016年３月24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は、2011年３月24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。

最近５年間の年間騰落率

2011/３/24 2012/３/26 2013/３/25 2014/３/24 2015/３/24 2016/３/24

期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 10,261 10,153 11,461 10,011 8,901 6,604

期間分配金合計（税込み）（円） － 1,560 1,560 1,560 1,560 1,020

分配金再投資基準価額騰落率 － 16.2％ 31.9％ 1.5％ 4.4％ －15.0％

純資産総額（百万円） 14,467 21,818 16,718 10,705 8,504 4,459

・ファンド年間騰落率は、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。

当ファンドの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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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
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◎為替市況
・豪ドルは、当作成期の初めから2015年12
月末にかけては堅調に推移しましたが、
2016年１月に入ると、投資家のリスク回
避姿勢が強まり、円に対する需要が高
まったことを受けて対円で下落しまし
た。作成期末にかけては、主要輸出品目
である鉄鉱石価格の上昇などを背景に上
昇したものの、当作成期を通じてみると
豪ドルは対円で下落しました。

（注）グラフの数値は、ファンドの基準価額との関連を考慮して、前

営業日の値を使用しています。
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（出所：Bloomberg）

為替レート（円／豪ドル）

為替市況の推移

投資環境について （第59期～第64期：2015/９/25～2016/３/24）

◎米国ハイ・イールド債券市況
・当作成期を通してみると米国ハイ・イー
ルド債券市場は下落しました。

・当作成期の初めから2016年２月上旬にか
けては、原油をはじめとする商品価格が
下落したことなどを受け、エネルギー・
素材関連銘柄のデフォルト（債務不履
行）増加懸念が高まったほか、世界的な
株式市場の下落やハイ・イールド債市場
の流動性悪化なども拍車をかけ、おおむ
ね一本調子で下落する展開となりまし
た。その後は、原油価格が反発に向か
い、底打ちしたとの見方が強まったこと
などから、エネルギー関連銘柄を中心に
急反発する展開となりましたが、当作成
期を通じてみると同市場は下落しまし
た。

（注）グラフの数値は、ファンドの基準価額との関連を考慮して、前

営業日の値を使用しています。

（注）The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Indexに

ついては、最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
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（出所：Bloomberg、BofA メリルリンチ）

The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

米国ハイ・イールド債券市況の推移
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）

5

◎国内短期金融市場
＜無担保コール翌日物金利の推移＞
・日銀による金融緩和政策の影響を受けて、無担保コール翌日物金利は0.1％を下回る水準で推
移しました。日銀のマイナス金利の適用開始を受けて足元はマイナス0.01％程度で推移しま
した。

＜国庫短期証券（３ヵ月物）の利回りの推移＞
・日銀による短期国債の買入れや短期国債の需給の引き締まりなどから、国庫短期証券（３ヵ
月物）の利回りは０％を下回る水準で推移しました。2016年１月の日銀の金融政策決定会合
でマイナス金利の導入が決定されると一時的にマイナス0.2％程度まで急低下し、足元はマイ
ナス0.1％程度で推移しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）＞
・当作成期を通じて、主要投資対象とする円建の外国投資信託であるＵＳ・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド（ＡＵＤクラス）受益証券を高位に組み入れ、マネー・プール　マザー
ファンド受益証券への投資も行いました。

・当作成期末において、ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤクラス）の組入比
率を98.0％、マネー・プール　マザーファンドを0.0％組み入れました。

・その結果、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。

＜ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤクラス）＞
（当記載は、ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの資料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が
作成したものです。）

・主として米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行いました。
・国・地域別では、引き続き米国を高位の組み入れとし、格付け別ではB格やBB格が高位の組み
入れとなりました。2016年２月末時点の信用格付別組入比率は、BBB格以上3.0％、BB格
28.1％、B格45.2％、CCC格13.5％、CC格以下3.0％となりました。

・個別銘柄選択の結果、セクター別ではヘルスケアやメディアなどが高位の組み入れとしまし
た。2016年２月末時点のセクター別組入比率上位３セクターは、ヘルスケア12.8％、メディ
ア11.7％、電気通信11.4％、となりました。

※比率はＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの純資産総額に対する割合です。
※格付けはS&P社とMoody's社のうち高いものをS&P社の表示方法をもって表記しています。ただし、S&P社とMoody's社
のいずれも無格付の場合は、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが判断した格付けを用いて
います。（格付けのデータ出所：Bloomberg、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク）

※セクターは原則としてThe BofA Merrill Lynchのセクター分類に準じて表示しておりますが、一部J.P.モルガン・イ
ンベストメント・マネージメント・インクの判断に基づく分類を採用しています。

・米ドル建のハイ・イールド債券全般が下落したことが基準価額にマイナスに作用しました。
・米ドル建資産について、米ドル売り／豪ドル買いの為替取引を行いました。
その結果、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）が基準価額にプラスに寄与し
た一方、豪ドルが対円で下落（円高）したことが基準価額にマイナスに作用しました。
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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
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＜マネー・プール　マザーファンド＞
・わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引およびコール・ローン等への投資を通じ
て、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行いました。その結
果、日銀のマイナス金利の導入を受けて金利が低下したことから保有債券の評価額が上昇し
たことなどにより、基準価額は上昇しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

・当ファンドは運用の目標となるベンチマーク等を設けておりません。そのため、記載すべき
事項はありません。

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、残存信託期間等を勘案し、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59期 第60期 第61期 第62期 第63期 第64期

2015年９月25日～
2015年10月26日

2015年10月27日～
2015年11月24日

2015年11月25日～
2015年12月24日

2015年12月25日～
2016年１月25日

2016年１月26日～
2016年２月24日

2016年２月25日～
2016年３月24日

当期分配金 85 85 85 85 85 85

（対基準価額比率） 1.111％ 1.145％ 1.221％ 1.324％ 1.389％ 1.271％

当期の収益 51 61 54 57 58 62

当期の収益以外 34 24 31 28 26 22

翌期繰越分配対象額 1,521 1,497 1,467 1,439 1,413 1,391

（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

＜米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）＞
◎今後の運用方針
・引き続き、円建の外国投資信託であるＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤク
ラス）受益証券に投資を行います。また、マネー・プール　マザーファンド受益証券への投
資も行います。

＜ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤクラス）＞
（当記載は、ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの資料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が
作成したものです。）

◎運用環境の見通し
・多くのハイ・イールド債券発行企業が、過度に負債を増加させることなく比較的健全な財務
内容を維持していることや、低金利下で借り換え（リファイナンス）を済ませていることな
どが、引き続き米国ハイ・イールド債券市場を下支えするとみています。

・原油をはじめとする足元の商品価格の低迷に関しては、大部分の発行企業はコスト低下など
の恩恵を受けることで業績の改善が期待されます。一方でこのまま価格低迷が続いた場合に
は、エネルギーや素材セクター内の比較的財務状況が脆弱な企業を中心に、デフォルトが増
加する恐れがあることには注意が必要です。

・主要各国の金融政策および景気の動向次第では、一時的に米国ハイ・イールド債券市場のボ
ラティリティ（変動性）が高まる展開も想定されます。これまで以上に、銘柄ごとのパ
フォーマンスに格差が生じる可能性があり、運用においては銘柄選択の重要性が一層高まっ
ていくものと予想されます。

◎今後の運用方針
・引き続き、主として米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、原則として米ドル売り／
豪ドル買いの為替取引を行います。

・運用に際しては、ボトムアップ戦略による個別銘柄選択を重視します。徹底的なボトムアッ
プ戦略により個別銘柄の評価を行った後、相対的な比較を行いポートフォリオを構築しま
す。

・セクター別では、テクノロジー・エレクトロニクスセクターを選好しており、情報システム
のクラウド化の流れに対して競争力を持つソフトウェア会社を中心に、保有を継続する方針
です。素材セクターについては、原油価格の下落によりコスト競争力が高まると思われる化
学メーカーを選好する一方、全体としては中国を含め世界的な鉄鋼市況の悪化が懸念される
金属資源会社を中心に投資を控えめとする方針です。また、金融規制強化による影響が懸念
される銀行セクターについては慎重姿勢としています。

＜マネー・プール　マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・中国経済の減速などから原油価格が大幅に下落した結果、物価の伸びは日銀の目標を大幅に
下回っています。したがって、今後も金融緩和政策が継続されると想定されることから、短
期金利は低位で推移すると予想しています。

◎今後の運用方針
・わが国の国債や短期国債（国庫短期証券）現先取引やコール・ローンおよびＣＰ現先取引等
への投資を通じて、安定した収益の確保や常時適正な流動性の保持を目指した運用を行いま
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 2020年９月18日まで（2010年９月27日設定）

運 用 方 針
ファンド・オブ・ファンズ方式により、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運

用を行います。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド
ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤクラス）受益証券およびマ

ネー・プール　マザーファンド受益証券

ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・

フ ァ ン ド （ Ａ Ｕ Ｄ ク ラ ス ）
米ドル建のハイ・イールド債券

マ ネ ー ・ プ ー ル

マ ザ ー フ ァ ン ド
わが国の公社債

運 用 方 法

・米ドル建のハイ・イールド債券に投資します。

・高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。

・実質的な米ドル建資産に対して、原則として米ドル売り／豪ドル買いの為替取引を行います。

分 配 方 針

毎月24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、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額

の場合には分配を行わない場合もあります。）
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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３月から2016年２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。

＊ファンドについては2011年９月～2016年２月の同様の騰落率を表示したものです。

○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３月24日現在）

組入ファンド
（組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名
第64期末

2016年３月24日

ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤクラス） 98.0％

マ ネ ー ・ プ ー ル 　 マ ザ ー フ ァ ン ド 0.0％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券の評価額の割合です。

純資産等

項目
第59期末 第60期末 第61期末 第62期末 第63期末 第64期末

2015年10月26日 2015年11月24日 2015年12月24日 2016年１月25日 2016年２月24日 2016年３月24日

純資産総額 5,690,792,230円 5,356,777,781円 4,856,592,143円 4,372,489,971円 4,089,904,033円 4,459,026,256円

受益権口数 7,522,351,259口 7,298,012,656口 7,063,334,299口 6,899,550,334口 6,776,959,283口 6,751,880,998口

１万口当たり基準価額 7,565円 7,340円 6,876円 6,337円 6,035円 6,604円

・当作成期間中（第59期～第64期）において
追加設定元本は160,994,608円
同解約元本は1,093,673,066円です。

種別構成等

・比率は当ファンドの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

2.0％

マザーファンド受益証券

0.0％

投資信託証券

98.0％

【資産別配分】
その他

2.0％

ケイマン

98.0％

【国別配分】

日本円

100.0％

【通貨別配分】
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組入上位ファンドの概要

ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・
ファンド（ＡＵＤクラス） （現地2015年５月31日現在）

１口当たり純資産価格の推移

（注）上記には分配金が含まれていません。

基準価額以外の開示情報につきましては、各通貨毎
のクラス分けされたものがないため、「ＵＳ・ハ
イ・イールド・ボンド・ファンド全体」ベースで表
示しています。

0.9

1.0

1.1

1.2

2014/５/31 2014/９/29 2015/２/５

(円) (現地2014年５月31日～2015年５月31日)

ＵＳ・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド全体

組入上位10銘柄

（組入銘柄数：326銘柄）

銘柄 クーポン 償還日 国 セクター 比率
１ HCA 7.5％ 2022/02/15 米国 ヘルスケア 2.1％

２ ファースト・データ 8.75％ 2022/01/15 米国
テクノロジー・エ
レクトロニクス

1.8％

３
インテルサット・ジャク
ソン・ホールディングス

7.25％ 2020/10/15
ルクセン
ブルグ

電気通信 1.8％

４
スプリント・キャピタ
ル・コーポレーション

8.75％ 2032/03/15 米国 電気通信 1.5％

５ スプリント 7.875％ 2023/09/15 米国 電気通信 1.4％

６
MGMリゾーツ・イ
ンターナショナル

7.75％ 2022/03/15 米国 レジャー 1.3％

７
シーザーズ・エンターテ
インメント・オペレー
ティング・カンパニー

9％ 2020/02/15 米国 レジャー 1.1％

８
バリアント・ファーマ
シューティカルズ・イ
ンターナショナル

7.5％ 2021/07/15 米国 ヘルスケア 1.1％

９ HCAホールディングス 7.75％ 2021/05/15 米国 ヘルスケア 1.0％
10 ウィンドストリーム 7.75％ 2021/10/01 米国 電気通信 1.0％

・比率はマスターファンドの純資産総額に対する割
合です。

・各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示してい
ます。

・組入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。
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種別構成等

（注）資産別配分の比率はマスターファンドの純資産総額に対する割合、国別・通貨別配分の比率はマス
ターファンドの債券ポートフォリオ評価額に対する割合です。

（注）通貨別配分はマスターファンドで保有している資産の通貨を表示しております。

※組入上位10銘柄のセクターは、原則としてThe BofA Merrill Lynchのセクター分類に準じて表示しており
ますが、一部J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクの判断に基づく分類を採用して
います。

※組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの資
料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が作成したものであり、運用報告書（全体版）とは異なる場合があります。

その他

1.7％

債券

98.3％

【資産別配分】

カナダ

1.9％

ルクセンブルグ

4.0％

フランス

1.4％

英国

1.3％ その他

4.1％

米国

87.3％

【国別配分】

米ドル

100％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （現地2014年６月１日～2015年５月31日）

１万口当たりの費用明細について、データが入手できませんでしたので、表示を行っておりません。

「参考情報」

費用項目 比率

信託（管理）報酬 0.56％

その他 0.05％

費用合計 0.61％

・上記は、Financial Statementに掲載されている費用明細を三菱ＵＦＪ国際投信が「信託（管理）報酬」と「その他」に

分類して表示したものです。 

・比率は、上記分類による費用金額の合計を期中の平均純資産総額で除した参考値です。
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組入上位ファンドの概要 （2016年１月14日現在）

マネー・プール　マザーファンド

基準価額の推移 組入上位10銘柄

（組入銘柄数：６銘柄）

銘柄名 種類 国 業種／種別 比率

１ 第566回国庫短期証券 債券 日本 国債 23.5％

２ 第282回利付国債（10年） 債券 日本 国債 17.8％

３ 第98回利付国債（５年） 債券 日本 国債 11.8％

４ 第277回利付国債（10年） 債券 日本 国債 8.0％

５ 第280回利付国債（10年） 債券 日本 国債 5.9％

６ 第279回利付国債（10年） 債券 日本 国債 3.4％

７

８

９

10

・比率はマザーファンドの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。

10,047

10,048

10,049

10,050

10,051

2015/７/14 2015/９/10 2015/11/13

(円)

基準価額

(2015年７月14日～2016年１月14日)

１万口当たりの費用明細 （2015年７月15日～2016年１月14日）

当期中に発生した費用はありません。

種別構成等

・比率はマザーファンドの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。

公社債

70.3％

コール・ローン等

29.7％

【資産別配分】

日本

70.3％

その他

29.7％

【国別配分】

日本円

100.0％

【通貨別配分】
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＜ご参考＞当ファンドに関わる費用について

ファンド名称（当ファンド） 対象期間
費用合計
（年率）

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月決算型）

2015年９月25日
～2016年３月24日

1.07％

ファンド名称（組入上位ファンド） 対象期間
費用合計
（年率）

ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（ＡＵＤクラス）

2014年６月１日
～2015年５月31日

0.61％

（注）当ファンドの費用合計（年率）は、当ファンドの「１万口当たりの費用明細」に記載された合計の比率を年率換

算したものであり、実際に年間で発生した費用ではありません。

（注）組入上位ファンドの費用合計（年率）は、「組入上位ファンドの概要」の「１万口当たりの費用明細」に掲載さ

れている参考情報にある各費用項目の合計の比率であり、当ファンドの対象期間とは異なる場合があります。ま

た、対象期間が１年に満たない場合には年率換算して表示しています。

（注）組入上位ファンドの開示データが無い場合、費用合計（年率）はマスターファンドにおける比率を掲載していま

す。
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指数に関して

○投資環境についてで用いた指数
The BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
出所：BofA メリルリンチ、同社の許諾を受けて使用しています。BofA メリルリンチは、BofA メリルリン
チの指数を“現状有姿”で使用許諾しており、当該指数について保証を行うものではありません。BofA メ
リルリンチは、当該指数又は当該指数に含まれ、関連し、若しくは当該指数から派生するデータの適合
性、品質、正確性、適時性及び／又は完全性を保証しておらず、かかる指数又はデータの使用に関して何
ら責任を負うものではありません。また、BofA メリルリンチは、三菱ＵＦＪ国際投信又はその商品・サー
ビスについて、援助、支援又は推奨をするものではありません。

○「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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