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＜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

0120-759311
（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

○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。

ジャパン・ソブリン・オープン
（資産成長型）
愛称：ジャパソブＮ

商品分類（追加型投信／国内／債券）
第２期（決算日：2015年11月20日）

作成対象期間：2014年11月21日～2015年11月20日

第２期末（2015年11月20日）

基 準 価 額 10,135円

純資産総額 11,067百万円

騰 落 率 0.5％

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賜り、厚く御礼申し上げます。

ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）は、このたび第２期の決算を行いました。

当ファンドは、日本国債を実質的な主要投資対象とし、ラダー型運用を活用することで安定した収益の確保

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。

当期は、2015年４月から６月にかけ欧州を中心に金利が上昇したことや国内債券市場の高値警戒感が意識さ

れたことなどが金利上昇要因となった一方、日銀による国債買い入れや原油安に伴うインフレ期待の低下な

どが金利低下要因となり、国内金利が低下したことから、基準価額は期首に比べて上昇しました。ここに運

用状況をご報告申し上げます。

今後についても、引き続き組入比率を高位に保ちながら、残存期間ごと（最長10年程度）で見た投資額面金

額が同額程度になるような運用（ラダー型運用）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。

CS5_15161276_01_os7三菱UFJ国際_ジャパンソブリンO（資産成長型）_交運_表紙のみ.indd   1 2016/01/20   10:57:21



ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）

1

運用経過

当期中の基準価額等の推移について （第２期：2014/11/21～2015/11/20）

基準価額の動き 基準価額は期首に比べ0.5％の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因
・日銀による国債買い入れや原油安に伴うインフレ期待の低下などを背景に、
国内金利が低下したことが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因
・2015年４月から６月にかけ欧州を中心に金利が上昇したことや国内債券市場
の高値警戒感が意識されたことなどを受け、国内金利が上昇したことが、基
準価額の下落要因となりました。

第２期首 ：10,082円

第２期末 ：10,135円

（既払分配金 0円）

騰落率 ： 0.5％
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１万口当たりの費用明細 （2014年11月21日～2015年11月20日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 36円 0.356％
(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） (11) (0.108) 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） (22) (0.216) 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） ( 3) (0.032) 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) その他費用 0 0.002
(b)その他費用＝

期中のその他費用

期中の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.002) 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等

合計 36 0.358

期中の平均基準価額は、10,117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）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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最近５年間の基準価額等の推移について （2010年11月21日～2015年11月20日）

最近５年間の年間騰落率

－ － － －
2014/11/20 2015/11/20

期初 決算日

基準価額（円） － － － － 10,082 10,135

期間分配金合計（税込み）（円） － － － － － 0

基準価額騰落率 － － － － － 0.5％

参考指数騰落率 － － － － － 0.9％

純資産総額（百万円） － － － － 714 11,067

・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。

参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder10年です。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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投資環境について （第２期：2014/11/21～2015/11/20）

◎国内債券市況
・期首から2015年１月中旬にかけては、
2014年10月に実施された日銀の追加金融
緩和策や原油価格の下落、米金利の低下
などを背景に、国内長期金利（以下、金
利）は大幅に低下し、一時過去最低とな
る0.195％をつけました。その後、高値警
戒感の高まりや米金利の上昇などを受
け、金利は上昇に転じ、2015年３月初旬
には１月中旬までの低下幅をほぼ埋める
展開となりました。

・４月下旬にかけては、日銀の国債買い入
れによる需給ひっ迫を背景に再度金利は
低下したものの、４月末に欧州金利が急
騰すると、国内金利も上昇に転じ、６月
中旬には0.50％を超える展開となりまし
た。

・６月から期末にかけては、原油価格が一
段と下落し、インフレ期待が低下したこ
とや６月から８月にかけて中国株式市場
が急落するなど、世界的に金融市場が混
乱したことで安全資産とされる日本国債
に需要が集まったことなどを背景に、金
利は一貫して低下基調となりました。

・また、引き続き日銀による国債買入れに
より、市中の国債が大量に吸い上げられ
たことも金利低下要因となりました。

※当ファンドの参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder10年です。
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当該投資信託のポートフォリオについて

＜ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）＞
・ジャパン・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概ね99％以上に保
ち、実質的な運用はマザーファンドで行いました。

・マザーファンドの期末の組入比率は、99.7％としました。

＜ジャパン・ソブリン・オープン　マザーファンド＞
・基準価額は期首に比べ、0.9％の上昇となりました。
・当マザーファンドは、日本国債を高位に組み入れ、国債の残存期間ごとの投資額面金額がそ
れぞれ同額程度となるような運用（ラダー型運用）を目指しました。

・期を通じて純資産総額に対する国債の組入比率をおおむね高位に維持し、期末は99.9％＊と
なりました。
＊比率は純資産総額に対する割合（未収利息等を含みます。）です。

・ラダー型運用としては、残存10年程度までの国債に投資し、１年程度ごとで見た残存期間ご
と（①残存約１年以内、②残存１～２年程度、③残存２～３年程度、・・・、⑩残存９～10
年程度の全10期間）の投資額面金額がおおむね等しくなるような運用を行いました。

・2014年12月、2015年３月、６月および９月に、組入国債の一部が償還を迎えたため、その償
還資金を速やかに残存10年程度の国債に再投資しました。

・期末における残存期間ごとの投資額面金額は77.0～78.6億円（投資額面金額の総額は780.6億
円）となりました。

・デュレーション＊は期を通じて、５年程度となりました。
＊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。

以上の結果、国内金利が低下し、組入債券の価格が上昇したことなどが基準価額の上昇要因と
なりました。

（ご参考）
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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：2014/11/21～2015/11/20）

・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設け
ておりません。右記のグラフは当ファンド（ベビー
ファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比
です。

・参考指数はNOMURA-BPI/Ladder10年です。

・ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額を基に計算

しています。
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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11月21日～2015年11月20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 134

（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。

今後の運用方針

＜ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）＞
・ジャパン・ソブリン・オープン　マザーファンド受益証券を高位に組み入れ、マザーファン
ドを通じて運用を行っていく方針です。

＜ジャパン・ソブリン・オープン　マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・日銀による量的・質的金融緩和は当面継続されることが見込まれるため、国内債券市場は引
き続き堅調な展開を予想しています。また、2015年７－９月期の実質ＧＤＰが２期連続でマ
イナスとなるなど、国内景気の足踏み状態が続いていることや、原油安を背景に消費者物価
指数（除く生鮮食品）がゼロ近辺にとどまっていることなども、国内債券市場の買い圧力に
なるとみられます。米国では利上げ観測が高まっているものの、米長期金利の上昇は限定的
となっていることから、米国の利上げが国内債券市場に与える影響は限定的とみています。
欧州では、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が大規模な量的緩和を継続しており、引き続き国内債券
市場の追い風になりそうです。

◎今後の運用方針
・引き続き、日本国債を主要投資対象とします。
・運用に当たっては、組入比率を高位に保ちながら、残存期間ごと（最長10年程度）で見た投
資額面金額が同額程度になるような運用（ラダー型運用）を目指します。
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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

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／国内／債券

信 託 期 間 無期限（2013年11月21日設定）

運 用 方 針
ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保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。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド ジャパン・ソブリン・オープン　マザーファンド受益証券

ジャパン・ソブリン・オープン

マ ザ ー フ ァ ン ド
わが国の国債

運 用 方 法

・日本国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保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。

・ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。

分 配 方 針

毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日とします。）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11月から2015年10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10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。

16.2 19.9
9.2

2.3
10.0 8.8

65.0 64.7

46.9

4.5

34.9 40.9

0.4

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

(％) （2010年11月末～2015年10月末）

-17.0 -14.2
-23.1

-12.7 -8.30.4

1.8
0.9

＊

最大値
最小値
平均値

CS5_15161276_02_os7三菱UFJ国際_ジャパンソブリンO（資産成長型）_交運_運用経過.indd   9 2016/01/20   10:57:24



ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）

10

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11月20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。

マザーファンド受益証券

99.7％

コール・ローン等

0.3％

【資産別配分】

日本

99.7％

その他

0.3％

【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11月20日

ジャパン・ソブリン・オープン　マザーファンド 99.7％

・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11月20日

純資産総額 11,067,696,958円

受益権口数 10,920,347,233口

１万口当たり基準価額 10,135円

・当期中において
追加設定元本は11,568,483,483円
同解約元本は　 1,356,942,653円です。
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組入上位ファンドの概要

ジャパン・ソブリン・オープン　マザーファンド （2015年11月20日現在）

基準価額の推移 組入上位10銘柄

（組入銘柄数：40銘柄）

銘柄名 利率 償還日 比率

１ 第313回利付国債（10年） 1.3％ 2021/３/20 2.7％

２ 第323回利付国債（10年） 0.9％ 2022/６/20 2.7％

３ 第303回利付国債（10年） 1.4％ 2019/９/20 2.7％

４ 第329回利付国債（10年） 0.8％ 2023/６/20 2.7％

５ 第321回利付国債（10年） 1.0％ 2022/３/20 2.6％

６ 第310回利付国債（10年） 1.0％ 2020/９/20 2.6％

７ 第315回利付国債（10年） 1.2％ 2021/６/20 2.6％

８ 第296回利付国債（10年） 1.5％ 2018/９/20 2.6％

９ 第308回利付国債（10年） 1.3％ 2020/６/20 2.6％

10 第317回利付国債（10年） 1.1％ 2021/９/20 2.6％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合（未収

利息等を含みます。）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。

11,800

11,850

11,900

11,950

12,000

2015/５/20 2015/７/16 2015/９/14 2015/11/17

(円) (2015年５月20日～2015年11月20日)

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（未収利息等を含みます。）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

99.9％

コール・ローン等

0.1％

【資産別配分】

日本

99.9％

その他

0.1％

【国別配分】

日本円

100.0％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （2015年５月21日～2015年11月20日）

当作成期中に発生した費用はありません。
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指数に関して

○ファンドの参考指数である『NOMURA-BPI/Ladder10年』について
※「NOMURA-BPI/Ladder10年」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。

（出所：野村證券株式会社）

○「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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