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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。

国際投信投資顧問株式会社は2015年７月１日に三菱ＵＦＪ投信株式
会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」となりました。

投信法の改正に伴い、

2014年12月の決算後に

運用報告書を作成する

ファンドより、従来の

運用報告書に代えて

「交付運用報告書」を

交付いたします。

エマージング・ソブリン・オープン
（資産成長型）為替ヘッジあり

愛称：エマヘッジＮ

商品分類（追加型投信／海外／債券）
第２期（決算日：2015年８月５日）

作成対象期間：2014年８月６日～2015年８月５日

第２期末（2015年８月５日）

基 準 価 額 10,611円

純資産総額 223百万円

騰 落 率 －0.0％

分配金合計 0円

受益者のみなさまへ

投資家のみなさまにはご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジありは、このたび第２期の決算を行いまし

た。

当ファンドは、エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券および準ソブリン債券を実質的な主要

投資対象として分散投資を行い、高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得とともに信託財産

の十分な成長をはかることを目的としております。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為

替変動リスクの低減をはかります。当期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ここに、その運用

状況をご報告申し上げます。

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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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり
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ファンドマネージャーのコメント

当期（過去１年）の運用で主眼においたポイントをご説明させていただきます。

新興国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）を重視し、発行国の信用力対比でのスプ
レッド（米国国債との利回り格差）水準が割安と判断される銘柄を中心に投資を行いました。

【第２期末における新興国債券市場への投資のポイント】

➢ 新興国債券市場に対しておおむね中立な投資姿勢でポートフォリオを構築しました。
　新興国債券市場の投資環境見通しは長期的には改善傾向にあると思われるものの、米連邦準備
理事会（ＦＲＢ）が慎重ながらも利上げに向けたタイミングを見定めようとするなか、中国経済
の先行き不透明感などを背景に新興国債券市場はやや不安定な状況となっています。こうした環
境のなか、各国固有の信用リスクに留意した上で、新興国債券市場全体に対しておおむね中立な
投資姿勢でポートフォリオを構築しました。

➢ ポートフォリオの構築について
　ポートフォリオの構築に関しては、発行国のファンダメンタルズやスプレッド水準の評価から、
組入債券を選定しました。
　先進国経済が改善し新興国経済を下支えすることが見込まれたものの、一部新興国の景気減速
などのリスク要因に加え、米国の利上げ観測の高まりを背景に市場の変動性（ボラティリティ）
が高まる可能性があったことから、市場の不安定性に抵抗力を有する国を中心に配分を行いまし
た。
　また一方で、ボラティリティにより発生する債券価
格の歪みを活かし、ファンダメンタルズと比較して割
安と思われる銘柄を機動的に組み入れる運用を行いま
した。

➢ 主な地域別・国別の配分について
　地域別では、アジアの組入比率を引き下げた一方、
ラテンアメリカやロシア・欧州の組入比率を引き上げ
ました。
　国別では、ファンダメンタルズが良好なメキシコや
インドネシアなどの組み入れを高めとしました。
　ファンダメンタルズが脆弱なウクライナはベンチ
マークの構成比に対して低めの投資割合を継続しまし
た。また、割高感のある多くのアジア諸国は、インド
ネシアなどを除きベンチマークの構成比に対して低め
の投資割合を継続しました。

　上記は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエル

ピーの資料を基に、三菱ＵＦＪ国際投信が作成したものです。

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー

シニア・マネジング・ディレクター、債券ポートフォリオ・

マネジャー

ジェームズ　ヴァローン

James Valone
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり
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運用経過

当期中の基準価額等の推移について （第２期：2014/８/６～2015/８/５）

基準価額の動き 基準価額は期首に比べ0.0％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（0.4％）の上昇を0.4％
下回りました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因
新興国のソブリン債券からの利息収入が積み上がったことが、基準価額の上昇
要因となりました。

下落要因

一部の新興国で債券価格が下落（利回りは上昇）したことが、基準価額の下落
要因となりました。
ヘッジコスト（為替ヘッジ（米ドル売・円買）に伴うコスト）が、基準価額の
下落要因となりました。

第２期首 ：10,612円
第２期末 ：10,611円

（既払分配金 0円）
騰落率 ： －0.0％

・ベンチマークは、J.P. Morgan 

EMBI Global Diversified

（円ヘッジあり・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、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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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり

3

１万口当たりの費用明細 （2014年８月６日～2015年８月５日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 182円 1.696％
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×

期中の日数

年間日数

（投信会社） (104) (0.970) 当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等の対価

（販売会社） ( 70) (0.649) 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） (　8) (0.076) 当ファンドの財産の保管および管理、投信会社からの運用指図の実行等

の対価

(b) 売買委託手数料 0 0.002
(b)売買委託手数料＝

期中の売買委託手数料

期中の平均受益権口数

（先物・オプション） (　0) (0.002) 売買委託手数料は、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払わ

れる手数料

(c) その他費用 3 0.030
(c)その他費用＝

期中のその他費用

期中の平均受益権口数

（保管費用） (　3) (0.025) 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等

（監査費用） (　0) (0.004) 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等

（その他） (　0) (0.000) 海外金融先物証拠金利息

合計 185 1.728

期中の平均基準価額は、10,716円です。

（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。

（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）売買委託手数料およびその他費用は、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位未満は四捨五入してあります。
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり
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最近５年間の基準価額等の推移について （2010年８月５日～2015年８月５日）

最近５年間の年間騰落率

－ － － －
2014/８/５

期初

2015/８/５

決算日

基準価額（円） － － － － 10,612 10,611

期間分配金合計（税込み）（円） － － － － － 0

基準価額騰落率 － － － － － －0.0％

ベンチマーク騰落率 － － － － － 0.4％

純資産総額（百万円） － － － － 258 223

・騰落率および期間分配金合計については、年間の値を表示しており、期間が１年に達していない場合には
表示していません。

ベンチマークは、J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円ヘッジあり・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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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり
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投資環境について （第２期：2014/８/６～2015/８/５）

➢新興国債券市場の動向

・J.P. Morgan EMBI Global Diversified（米ドルベース）は、基準

日前営業日の数値を用いています。

・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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（出所：Bloomberg）

J.P. Morgan EMBI Global Diversified（米ドルベース）の推移

・新興国債券市場は、2014年12月に入る
と、ギリシャでの政局不安や原油価格の
下落などを背景とした世界的なリスク回
避の流れを受けたスプレッド（米国国債
との利回り格差）の拡大により下落しま
した。その後、2015年４月にかけては市
場参加者のリスク許容度の改善などから
新興国債券市場は反発しました。５月下
旬以降はギリシャの債務問題を巡る不透
明感の高まりなどから、新興国債券市場
は軟調となりました。
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エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり
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当該投資信託のポートフォリオについて

＜エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり＞
・エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、高位に
組み入れました。また、実質外貨建資産については為替ヘッジを行いました。

＜エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド＞
・当マザーファンドは、エマージング・カントリーのソブリン債券および準ソブリン債券を主
要投資対象としています。エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を
中心に投資を行い、一部ユーロ建の債券に投資を行いました。

・国別では、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）が良好と思われるメキシコの組入比率
を高めた他、ファンダメンタルズが改善基調にあるルーマニアなどの一部の欧州諸国はベン
チマークの構成比に対して高めの投資割合を継続しました。一方、ロシアに関しては原油価
格の動向が景気に与える影響などを考慮して、ベンチマークの構成比に近い投資割合を継続
しました。また、ウクライナに関しては、脆弱なファンダメンタルズを背景にベンチマーク
の構成比に対して低めの投資割合を継続しました。

・当マザーファンド全体のデュレーションは、ベンチマークに対して中立からやや短めとしま
した。

・当マザーファンドでは、外貨の組入比率を高水準に保ち、米ドル建資産については対円での
為替ヘッジは行いませんでした。ユーロ建債券への一部の投資については、実質米ドル建の
投資となるように為替取引を行いました。

・当期は、為替市場で米ドルが円に対して上昇したことなどから、基準価額は上昇しました。

（ご参考）
格付別組入比率

2014年８月５日現在 2015年８月５日現在
比率（％） 比率（％）

ＡＡ 3.9 1.9
Ａ 18.0 18.3

ＢＢＢ 49.5 42.2
ＢＢ 7.6 17.3
Ｂ 11.7 7.3

ＣＣＣ 2.5 1.4
ＣＣ 3.5 4.1
現金等 3.3 7.4

・上記は、マザーファンドの純資産総額に対する各格付けの割合

です。

・現金等には、未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる

場合があります。

・格付別組入比率は、Moody's社とＳ＆Ｐ社の格付けのうち、上位

の格付けを用いて、Ｓ＆Ｐ社の表示方法で表記しています。

（出所：Bloomberg）

ポートフォリオ状況

2014年８月５日現在 2015年８月５日現在

平均終利（＊１） 4.75％ 5.13％
平均直利（＊２） 5.63％ 5.39％
デュレーション（＊３） 6.2 6.0

（＊１）平均終利（複利最終利回り）とは、償還日までの受取利

息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。

（＊２）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。

（＊３）デュレーションとは、「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。
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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２期：2014/８/６～2015/８/５）
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ファンド ベンチマーク

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）
フィリピンをベンチマークの構成比に対して低めの投
資割合としていたことや、ルーマニアやモロッコの銘
柄選択がマイナス要因となりました。一方、ウクライ
ナをベンチマークの構成比に対して低めの投資割合と
していたことやルーマニアをベンチマークの構成比に
対して高めの投資割合としていたこと、また、ドミニ
カ共和国やコロンビアの銘柄選択などがプラス要因と
なったものの、当ファンドの当期の騰落率は、ベンチ
マークを下回りました。

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て、利子・配当収入の中から
分配金額を決定しますが、信託財産の十分な成長に資することに配慮して、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２期

2014年８月６日～2015年８月５日

当期分配金 －

（対基準価額比率） －％

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 759

（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。

CS5_15140489_03_os7三菱UFJ国際_エマージングソブリンO（資産成長型）為替ヘッジあり_交運_運用経過.indd   7 2015/09/28   15:44:41



エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり

8

今後の運用方針

＜エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり＞
・引き続き、エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド受益証券の組入比率を高位
に保ち運用を行っていく方針です。また、実質外貨建資産については、原則として為替ヘッ
ジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

＜エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・新興国のファンダメンタルズは、相対的に低い政府の債務水準や高い水準にある外貨準備な
どを背景に良好な状態が続いていると考えています。また、米国や欧州、日本などの主要な
先進国で景気回復の兆しが見られるなか、新興国経済に輸出の増加などを通じて好影響を与
えることが期待されます。こうした環境のなか、新興国債券市場は底堅く推移するものとみ
ています。新興国債券市場における主なリスク要因として、米国の金融政策の不透明感や突
発的なイベントによる市場参加者のリスク回避姿勢の高まりなどが挙げられます。ただし、
米国の金融政策の正常化は過去と比較して緩やかなペースで実施されるとみており、利上げ
が実際に開始された場合、一時的にボラティリティが高まることも考えられるものの、長期
的には安定に向かうと見込んでいます。

◎今後の運用方針
・国別資産配分については、アジアよりもラテンアメリカや欧州諸国を重視した運用を行う方
針です。比較的ファンダメンタルズが良好なメキシコやファンダメンタルズが改善基調にあ
るルーマニアやリトアニアなどの一部の欧州諸国はベンチマークの構成比に対して高めの投
資割合とする方針です。一方、フィリピンなどファンダメンタルズは良好であるものの、バ
リュエーション面で割高感のある一部アジア地域に関しては、ベンチマークの構成比に対し
て低めの投資割合とする方針です。

・当面、当マザーファンド全体のデュレーション（金利感応度）は、ベンチマークに対してや
や短めとする方針です。

・為替取引等について、当マザーファンドでは、原則として対円での為替ヘッジは行わない方
針です。ただし、ユーロ建資産の一部について実質的に米ドル建となるように行っている為
替取引のポジション（持ち高）は、当面維持する予定です。
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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

①「運用報告書（全体版）」について電磁的方法により提供するための、所要の約款変更を2014年12月１
日に行いました。

②投資信託の併合及び約款変更並びに投資信託契約の解約に関する書面決議に係る受益者数の要件を廃止
するための、所要の約款変更を2014年12月１日に行いました。

③受益者の利益に及ぼす影響が軽微な投資信託の併合に関する書面決議を不要とするための、所要の約款
変更を2014年12月１日に行いました。

④反対受益者の受益権買取請求の規定を適用除外とするための、所要の約款変更を2014年12月１日に行い
ました。

⑤デリバティブ取引等に係る投資制限を規定するための、所要の約款変更を2014年12月１日に行いまし
た。

⑥委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱ＵＦＪ投信株式会社」との合併により解散し、存
続会社である「三菱ＵＦＪ投信株式会社」は2015年７月１日付で「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」と商
号変更するための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。

⑦委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年７月
１日に行いました。

⑧2014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（2013年11月６日設定）

運 用 方 針
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得
とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。

主要運用対象

当 フ ァ ン ド エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド受益証券

エマージング・ソブリ
ン・オープン　マザー
ファンド

エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券および準ソブリン債券

運 用 方 法

・エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分
散投資を行います。

・新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲
得を目指します。

・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
・ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図の権限の一部を委託します。

分 配 方 針

毎年８月５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・配当収入の中から分配金額を決定しますが、信託財産の十分
な成長に資することに配慮して分配を行わないことがあります。
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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、2010年８月から2015年７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2014年11月～2015年７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。
・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 （2015年８月５日現在）

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

2.3％

マザーファンド受益証券

97.7％

【資産別配分】

日本

97.7％

その他

2.3％

【国別配分】

日本円

100.0％

【通貨別配分】

組入ファンド
（組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名
第２期末

2015年８月５日

エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド 97.7％

・比率は当ファンドの純資産総額に対するマザー
ファンドの評価額の割合です。

純資産等

項目
第２期末

2015年８月５日

純資産総額 223,663,325円

受益権口数 210,789,895口

１万口当たり基準価額 10,611円

・当期中において
追加設定元本は147,045,264円
同解約元本は　179,717,428円です。
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組入上位ファンドの概要

エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド （2015年８月５日現在）

基準価額等の推移

※当マザーファンドはJ.P. Morgan EMBI Global Diversified（円
換算）（出所：Bloomberg）をベンチマークとします。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2015年２月５日の基準価額の値と等しくして指
数化しています。

組入上位10銘柄

（組入銘柄数：145銘柄）

銘柄名 種類 国／地域 比率
１ REP OF LATVIA    '200112 国債証券 ラトビア 2.2％
２ LITHUANIA REP    '210309 国債証券 リトアニア 2.2％
３ LITHUANIA REP    '200211 国債証券 リトアニア 2.2％
４ ARGENTINA BONAR  '170417 国債証券 アルゼンチン 2.0％
５ IVORY COAST      '240723 国債証券 コートジボワール 2.0％
６ URUGUAY REP      '500618 国債証券 ウルグアイ 2.0％
７ TURKEY REPUBLIC  '250205 国債証券 トルコ 1.9％
８ INDONESIA REP    '351012 国債証券 インドネシア 1.9％
９ UTD MEXICAN STS  '101012 国債証券 メキシコ 1.9％
10 ICELAND (REP OF) '220511 国債証券 アイスランド 1.8％

・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。

29,000

30,000

31,000

32,000

2015/２/５ 2015/４/６ 2015/６/８ 2015/８/５

(円) (2015年２月５日～2015年８月５日)

基準価額

ベンチマーク

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。
・上記資産以外に債券先物取引の売建てを8.4％行っています。
・国別配分は上位５ヵ国を表示しています。
・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。

・通貨別配分のグラフの値は為替取引考慮後の割合です。

公社債
93.9％

コール・ローン等
6.1％

【資産別配分】
インドネシア

6.7％
メキシコ
6.4％カザフスタン

5.0％
ルーマニア
4.8％

リトアニア
4.7％

その他
72.4％

【国別配分】

米ドル
99.2％

その他
0.8％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （2015年２月６日～2015年８月５日）

項目
当期

金額 比率
(a) 売買委託手数料 0円 0.001％

（先物・オプション） (0) (0.001)
(b) その他費用 2 0.006

（保管費用） (2) (0.006)
（その他） (0) (0.000)

合計 2 0.007
期中の平均基準価額は、30,465円です。

（注）１万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算
期のものです。費用項目の概要については、３ページの注
記をご参照下さい。

（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位未満は四捨五入してあります。
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指数に関して

○ファンドのベンチマークである『J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円ヘッジあり・円ベース）』について
・ベンチマークは、米ドル建てのJ.P. Morgan EMBI Global Diversified（出所：Bloomberg）をもとに三菱ＵＦＪ国際
投信が対顧客先物相場の仲値と対顧客電信売買相場の仲値により計算したヘッジコストを考慮して算出したうえ設定
時を10,000として指数化したものです。なお、ベンチマークは基準日前営業日の同インデックスの指数値を、為替は
基準日の三菱東京UFJ銀行の対顧客先物相場の仲値と対顧客電信売買相場の仲値を、それぞれ用いて計算しています。

○マザーファンドのベンチマークである『J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）』について
・ベンチマークは米ドル建てのJ.P. Morgan EMBI Global Diversified（出所：Bloomberg）を三菱東京UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ設定時を10,000として指数化したものです。なお、
ベンチマークは基準日前営業日の同インデックスの指数値を、為替は基準日の三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値を、それぞれ用いて計算しています。

・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.

○「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Ｕ
ＦＪ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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