
交付運用報告書 250977

○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

第71期（決算日：2016年５月20日）
第72期（決算日：2016年６月20日）
第73期（決算日：2016年７月20日）
第74期（決算日：2016年８月22日）
第75期（決算日：2016年９月20日）
第76期（決算日：2016年10月20日）

作成対象期間
（2016年４月21日～2016年10月20日）

第76期末（2016年10月20日）

基準価額 8,697円

純資産総額 937百万円

第71期～第76期

騰落率 4.0％

分配金合計 420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。
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）は、この
たび第76期の決算を行いました。
当ファンドは、円建て外国投資信託であるピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド　ファンド　Ｂ　－　
クラス　Ｊ　（ＩＤＲ）への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券を高位に組み
入れ、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす運用を行うとともに、実質的な保有外貨建て資産に
ついては、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行いました。また、マネー・マーケット・マ
ザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用を行いました。
当作成期は、インドネシアルピアが対円で下落したことがマイナス要因となったものの、エマージング債券
市況が上昇したことや為替取引によるプレミアムを享受したことなどがプラス要因となり、基準価額（分配
金再投資ベース）は上昇しました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
引き続き、各国の財政状況や対外収支状況などファンダメンタルズの分析に主軸を置いた投資対象国の選別
を行ってまいります。
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。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

追加型投信／海外／債券
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
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分配金再投資基準価額（左目盛）

基準価額等の推移

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について （第71期～第76期：2016/４/21～2016/10/20）

基準価額の動き
基準価額は当作成期首に比べ4.0％（分配金再投資ベース）の上昇
となりました。

第71期首： 8,786円
第76期末： 8,697円

（既払分配金 420円）
騰落率 ： 4.0％

（分配金再投資ベース）

・三菱ＵＦＪ 新興国債券ファ
ンド 通貨選択シリーズは、
米ドル建ての新興経済国の政
府および政府機関等の発行す
る債券等に実質的な投資を行
うとともに、米ドルに対し各
ファンド（米ドルコースを除
く）の対象通貨で為替取引を
行うことで、投資信託財産の
成長と収益の確保をめざすこ
とを目標としておりますが、
特定の指数を上回るまたは連
動をめざした運用を行ってい
ないため、また、値動きを表
す適切な指数が存在しないた
め、ベンチマークおよび参考
指数はありません。

・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
・エマージング（新興経済国）債券市況が上昇（利回りは低下）したこと
・国別配分戦略で上昇したブラジルやロシアに対して積極姿勢としたこと
・為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）を獲得したこと

下落要因 ・インドネシアルピアが対円で下落したこと
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

１万口当たりの費用明細 （2016年４月21日～2016年10月20日）

項目
第71期～第76期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 71円 0.818％ (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) (43) (0.501) 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) (26) (0.296) 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) (0.022) 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 71 0.820

作成期中の平均基準価額は、8,626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）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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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

最近５年間の基準価額等の推移について （2011年10月20日～2016年10月20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10月20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

2011/10/20 2012/10/22 2013/10/21 2014/10/20 2015/10/20 2016/10/20
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 8,967 9,200 9,361 9,310 8,868 8,697
期間分配金合計（税込み）（円） － 840 840 840 840 840
分配金再投資基準価額騰落率 － 12.5％ 10.6％ 8.9％ 4.2％ 8.1％
純資産総額（百万円） 3,008 2,700 2,214 1,532 1,157 937

・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。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズは、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債

券等に実質的な投資を行うとともに、米ドルに対し各ファンド（米ドルコースを除く）の対象通貨で為替取引を行うこ

とで、投資信託財産の成長と収益の確保をめざすことを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざ

した運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はあり

ません。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

投資環境について （第71期～第76期：2016/４/21～2016/10/20）

（注）現地日付ベースで記載しております。

（注）ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エル

エルシーが算出し公表している米ドル建ての新興国国

債および国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指

数で、指数構成国の組入比率に調整を加えた指数です。

ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ドは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエ

ルシーが発表しており、著作権はＪ．Ｐ．モルガン・

セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しております。
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債券市況の推移
（当作成期首を100として指数化）

（注）現地日付ベースで記載しております。
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為替レート（円・インドネシアルピア）

為替市況の推移
（当作成期首を100として指数化）

◎債券市況
・当作成期は、2016年６月に英国のＥＵ
（欧州連合）離脱についての国民投票
で離脱賛成派が勝利したことを受け
て、市場参加者のリスク回避姿勢が強
まる場面があったものの、原油価格が
底堅く推移したことや主要先進国の中
央銀行が緩和的な金融政策を継続する
との見方が強まったことなどがプラス
材料となり、８月下旬にかけてエマー
ジング債券市況は堅調な推移となりま
した。

・その後、一部のＦＲＢ（米連邦準備制
度理事会）関係者が米国の追加利上げ
に前向きな姿勢を見せたことなどか
ら、エマージング債券市況は上値が重
い展開となったものの、当作成期を通
じて見るとエマージング債券市況は上
昇しました。

◎為替市況
・当作成期は、インドネシア中央銀行が
政策金利を引き下げたこと、英国の国
民投票でＥＵ離脱賛成派が勝利したこ
となどを背景に安全資産として円に対
する需要が高まったことなどから、当
作成期を通じて見ると円高・インドネ
シアルピア安となりました。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

◎国内短期金融市場
・当作成期の短期金融市場を見ると、日銀は2016年９月の金融政策決定会合で金融市場調
整方針を、マネタリーベースの年間約80兆円に相当するペースでの増加から、長短金利
の操作に変更する決定をしました。コール・レート（無担保・翌日物）は、2016年１月
末に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」で決定した－0.1％金利の適用開始
以降であることから、マイナス圏で推移しました。10月20日のコール・レートは－0.035％
となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎
月分配型）＞
・円建て外国投資信託であるピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド　ファンド　Ｂ　
－　クラス　Ｊ　（ＩＤＲ）への投資を通じて、エマージング債券を高位に組み入れま
した。また、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券を一部組み入れた運用
を行いました。

・当作成期は、インドネシアルピアが対円で下落したことがマイナス要因となったもの
の、エマージング債券市況が上昇したことや為替取引によるプレミアムを享受したこと
などがプラス要因となり、基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。

＜ピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド　ファンド　Ｂ　－　クラス　Ｊ　（ＩＤ
Ｒ）＞
基準価額は当作成期首に比べ4.9％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

・保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行いまし
た。

・インドネシアルピアが対円で下落したことがマイナス要因となりました。

◎為替取引によるプレミアム／為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）
・インドネシアルピアの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移したため、これ
ら２通貨間の短期金利差を背景とした為替取引によるプレミアムは、基準価額に対する
上昇要因となりました。なお、米ドルの短期金利が小幅に上昇した一方で、インドネシ
アルピアの短期金利は相対的に大きく上昇したことから、インドネシアルピアと米ドル
の短期金利差は拡大しました。

◎国別配分戦略
・国別配分戦略については、潤沢な外貨準備高を保有し、ファンダメンタルズが改善傾向
にあると見ているブラジルやロシアに対して積極姿勢としました。資源価格が堅調に推
移したことなどを背景に市場参加者のリスク許容度が改善し、エマージング債券市況が
上昇する中でブラジルやロシアの債券市況も上昇したことなどが基準価額の上昇要因と
なりました。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

＜マネー・マーケット・マザーファンド＞
基準価額は当作成期首に比べ0.01％の上昇となりました。

・残存期間の短い国債や社債などを組み入れつつ、コール・ローン等短期金融商品を活用
し、利子等収益の確保を図りました。その結果、利子等収益が積み上がったことなどか
ら、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

・三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズは、米ドル建ての新興経済国の政府
および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行うとともに、米ドルに対し各
ファンド（米ドルコースを除く）の対象通貨で為替取引を行うことで、投資信託財産の
成長と収益の確保をめざすことを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連
動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないた
め、ベンチマークおよび参考指数はありません。

・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

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、分配対象額の水準等を勘案し、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71期 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期

2016年４月21日～
2016年５月20日

2016年５月21日～
2016年６月20日

2016年６月21日～
2016年７月20日

2016年７月21日～
2016年８月22日

2016年８月23日～
2016年９月20日

2016年９月21日～
2016年10月20日

当期分配金 70 70 70 70 70 70

（対基準価額比率） 0.829％ 0.840％ 0.781％ 0.823％ 0.823％ 0.798％

当期の収益 70 70 70 70 70 70

当期の収益以外 － － － － － －

翌期繰越分配対象額 3,415 3,432 3,456 3,464 3,471 3,489

（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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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎
月分配型）＞
◎今後の運用方針
・円建て外国投資信託への投資を通じてエマージング債券を高位に組み入れた運用を行う
ほか、一部、マネー・マーケット・マザーファンド投資信託証券の組み入れを維持し、
毎月の分配をめざしていく方針です。

＜ピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド　ファンド　Ｂ　－　クラス　Ｊ　（ＩＤ
Ｒ）＞
◎運用環境の見通し
・グローバル経済に影響を与えうると考えている中央銀行の政策、コモディティ、中国と
いう３つの大きな要素は落ち着いた状態にあると見ていることから、2017年のエマージ
ング諸国の経済成長は2016年を上回ると予想しています。多くのエマージング諸国では
コモディティ価格や為替市況の安定などを背景に外部環境は改善していると見ていま
す。また、インフレ率がピークに達した可能性が高く、中央銀行には金融緩和の余地が
生じていると見ており、一部の国では構造改革の進展も見られるなど、内部環境の改善
も経済成長を後押ししています。エマージング諸国の中で景気回復が遅れていたブラジ
ルやロシアについても、緩やかな景気回復に転じる公算が大きいと見ています。

◎今後の運用方針
・米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券を高位に組み入れた運用を行い、利子
収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

・前述の見通しの下、市場のボラティリティ（価格の変動性）上昇局面では慎重な姿勢を
とる必要があると考えているものの、引き続きバリュエーションに注意しつつ、エマー
ジング諸国の財政状況や対外収支などのファンダメンタルズに基づいて投資対象国を選
別し、投資機会を模索していく方針です。

・新政権による財政規律には注意が必要であるものの、景気回復の兆しが見られ、豊富な
外貨準備に裏打ちされた支払い能力を持つブラジル、経済の原油価格に対する感応度は
高いものの、潤沢な外貨準備高による十分な支払い能力を持つロシア、政府によるイン
フラ投資と内需拡大を背景に持続的な経済成長が期待できるインドネシアなどについて
積極姿勢とします。一方、地政学的リスクや脆弱なファンダメンタルズ、高い対外資金
依存度などを考慮し、ウクライナやハンガリーなどについては消極姿勢とします。

・なお、保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、インドネシアルピア買いの為替取引を行
います。

＜マネー・マーケット・マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・為替が円高に推移したことなどを受けて、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、デフレ脱却に向けて日銀は金融緩和政策を当面維持することが見込
まれます。そうした環境下、短期金利は低位での推移になるものと予想しています。

◎今後の運用方針
・運用の基本方針および前述の見通しに基づき、コール・ローン等短期金融商品や残存期
間の短い社債などへの投資を通じて、安定した収益の確保をめざしていく方針です。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

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。

＊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。

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 2019年４月20日まで（2010年５月６日設定）

運 用 方 針

主として円建ての外国投資信託であるピムコ　ケイマン　エマージング　ボ
ンド　ファンド　Ｂ　－　クラス　Ｊ　（ＩＤＲ）の投資信託証券への投資
を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券
等に実質的な投資を行います。また、当該外国投資信託への投資を通じて、
実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、インドネシアルピア買いの
為替取引を行います（このため、基準価額はインドネシアルピアの対円での
為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マー
ケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。投資信託証券
への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド
ピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド　ファンド　Ｂ　
－　クラス　Ｊ　（ＩＤＲ）およびマネー・マーケット・
マザーファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。

ピ ム コ 　 ケ イ マ ン
エマージング　ボンド
フ ァ ン ド 　 Ｂ 　 －
クラス　Ｊ　（ＩＤＲ）

ピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド　ファンド　
（Ｍ）への投資を通じて、新興経済国の政府、政府機関等
が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその
派生商品等を主要投資対象とします。

マネー・マーケット・
マ ザ ー フ ァ ン ド

わが国の公社債等を主要投資対象とします。外貨建資産へ
の投資は行いません。

運 用 方 法
米ドル建ての新興国債券を実質的な主要投資対象とし、高い利子収入の獲得
と中長期的な信託財産の成長をめざします。

分 配 方 針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を
分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会
社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこ
とがあります。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

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10月から2016年９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）

先進国株：ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

新興国株：ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

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）

新興国債：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド

※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、円換算しています。

・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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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

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10月20日現在）

組入ファンド

（組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名
第76期末

2016年10月20日

ピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド
ファンド　Ｂ　－　クラス　Ｊ　（ＩＤＲ）

98.9％

マネー・マーケット・マザーファンド 0.1％

・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71期末 第72期末 第73期末 第74期末 第75期末 第76期末

2016年５月20日 2016年６月20日 2016年７月20日 2016年８月22日 2016年９月20日 2016年10月20日

純資産総額 895,332,978円 885,717,661円 946,423,032円 912,364,927円 914,067,012円 937,501,901円

受益権口数 1,068,636,977口 1,072,241,397口 1,064,128,267口 1,081,743,782口 1,083,118,136口 1,077,971,499口

１万口当たり基準価額 8,378円 8,260円 8,894円 8,434円 8,439円 8,697円

・当作成期間中（第71期～第76期）において

追加設定元本は63,167,919円

同解約元本は　88,482,971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。

マザーファンド受益証券

0.1％

コール・ローン等

0.9％

投資信託証券

98.9％

【資産別配分】
その他

1.1％

ケイマン諸島

98.9％

【国別配分】

円

100.0％

【通貨別配分】
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

ピムコ　ケイマン　エマージング
ボンド　ファンド　（Ｍ）

組入上位10銘柄
（組入銘柄数：213銘柄）

銘柄 国 比率

１ POWER SECTOR ASSETS & LI GOV GTD REGS フィリピン 3.7％

２ KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS カザフスタン 2.7％

３ SBERBANK (SB CAP SA) UNSEC REGS ロシア 2.4％

４ BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSEC REGS ブラジル 2.1％

５ BRAZIL MINAS SPE REGS ブラジル 2.1％

６ RSHB CAPITAL (RUSS AG BK) BD REGS LPN ロシア 2.1％

７ KAZMUNAYGAS NATIONAL CO REGS カザフスタン 1.5％

８ ESKOM HOLDINGS LIMITED SR UNSEC 144A 南アフリカ 1.4％

９ URUGUAY (REP OF) GLBL UNSEC ウルグアイ 1.3％

10 CODELCO INC 144A チリ 1.3％

・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。

・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。

組入上位ファンドの概要

ピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド
ファンド　Ｂ　－　クラス　Ｊ　（ＩＤＲ） （2016年２月29日現在）

基準価額の推移
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、「ピムコ　ケイマン　エ

マージング　ボンド　ファンド　（Ｍ）」ベースで表示し

ています。

2015/２/28 2015/６/25 2015/10/22 2016/２/22

12,500

13,500

14,500

15,500

16,500
(円) (2015年２月28日～2016年２月29日)

分配金再投資基準価額
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

種別構成等

・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。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

１万口当たりの費用明細 （2015年３月１日～2016年２月29日）

・１万口当たりの費用明細に相当する情報がないため、開示できません。

・ファンドが投資対象とする投資信託証券では運用管理費用（信託報酬）はありません。

「参考情報」

費用項目 比率

運用管理費用（信託報酬） 0.00％

その他 0.00％

費用合計 0.00％

短期金融資産等
7.3％

社債
51.1％

国債・
政府機関債
41.6％

【資産別配分】

ブラジル
13.1％

その他
56.1％

ロシア
9.0％

米国
7.6％

カザフスタン
7.3％

メキシコ
6.8％

【国別配分】
その他
0.1％

米ドル
99.9％

【通貨別配分】

（注）なお、ピムコ　ケイマン　エマー

ジング　ボンド　ファンド　Ｂ　

－　クラス　Ｊ　（ＩＤＲ）にお

いて、保有資産に対し米ドル売り

インドネシアルピア買いの為替取

引を行っており、実質的な通貨別

比率はインドネシアルピア99.6％

です。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要

マネー・マーケット・マザーファンド （2016年５月20日現在）

基準価額の推移 組入上位10銘柄

（組入銘柄数：16銘柄）

銘柄 種類 国 業種／種別 比率

1 JECC 160523 その他有価証券 日本
コマーシャル・

ペーパー
53.9％

2 い第735号商工債券 債券 日本 特殊債 5.4％
3 第459回東北電力 債券 日本 社債 3.6％
4 第355回中国電力 債券 日本 社債 3.6％
5 第３回コニカミノルタホールディングス 債券 日本 社債 3.6％
6 第282回四国電力 債券 日本 社債 3.6％
7 第300回北陸電力 債券 日本 社債 3.2％
8 第113回オリックス 債券 日本 社債 1.8％
9 第156回オリックス 債券 日本 社債 1.8％
10 第17回電源開発 債券 日本 社債 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。

2015/11/20 2016/１/22 2016/３/22

10,180

10,182

10,184

10,186
(円)

10,185

10,181

10,183

基準価額

(2015年11月20日～2016年５月20日)

１万口当たりの費用明細 （2015年11月21日～2016年５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。

その他有価証券

53.9％
国内債券

39.0％

コール・ローン等

7.1％

【資産別配分】
その他

7.1％

日本

92.9％

【国別配分】

円

100.0％

【通貨別配分】

項目
当期

金額 比率
(a) その他費用 0円 0.000％

（その他） (0) (0.000)
合計 0 0.000

期中の平均基準価額は、10,183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、２ページの注記をご参照くだ
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。

968469
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

＜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）

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

2016年４月21日
～2016年10月20日

1.64％

ファンド名称（組入上位ファンド） 対象期間
費用合計
（年率）

ピムコ　ケイマン　エマージング　ボンド　
ファンド　Ｂ　－　クラス　Ｊ　（ＩＤＲ）

2015年３月１日
～2016年２月29日

0.00％

（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費用合計（年率）には、売買委託手数料が含まれていません。

（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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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）

指数に関して

○「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）
ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯ

ＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その

他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法

の変更、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（配当込み）の商標の変更もしくは使用

の停止を行う権利を有しています。

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構

成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に

帰属します。

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興

国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産

権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資

収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證

券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本）
シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除

く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエル

シーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建ての

エマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著

作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
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