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（億円）

・上記グラフ・数値は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
  また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

追加型投信/海外/債券

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は設定日を10,000として指数化しています。
・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率1.596％（税抜1.52％））控除後の値です。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
・分配金実績は初回決算月（2009年7月）から記載しております。

【臨時レポート】

当レポートは17枚組です。

運用状況（基準価額の推移）

分配金実績 （1万口当たり、税引前）

(期間：2009年4月28日～2012年12月20日）

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第42期分配金のお知らせ

平素は「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）」を
ご愛顧賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、この度当ファンドにつきましては、2012年12月20日に第42期の決算を迎え、当期の分配金を
150円（1万口当たり、税引前）といたしましたことをご報告申しあげます。
なお、設定来の基準価額（分配金再投資）は70.6％の上昇となっております。
当ファンドにおいては、ブラジルの金利低下により為替ヘッジプレミアムが減少したこと等に伴い、ファンドの
インカム水準が低下しております。その様な状況及び基準価額の水準等を踏まえ、分配金を引き下げること
により、引き下げた分をファンドの純資産に留保し、信託財産の成長を目指すことといたしました。
２ページ以降のQ&Aにて分配金見直しの背景や運用状況につき、まとめておりますので、ご参照のほど
お願い申しあげます。
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円／ブラジルレアル 【左軸】 政策金利 【右軸】

Ｑ１ なぜ分配金が引き下げられたのですか？

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

・上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的
  な投資成果を示すものではありません。
・本見通しないし分析は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
・計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

ブラジルの政策金利と円／ブラジルレアルの推移

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

新興国債券のパフォーマンス推移

（期間：2009年4月28日～2012年11月30日）

・新興国債券、米国国債は指数の値を使用しています。
　指数については、8ページをご覧ください。

（期間：2009年4月28日～2012年11月30日）

当ファンドの基準価額（分配金再投資）の騰落率は、分配金を180円から200円に引き上げた2010年4月20日
（第10期）から2年8ヵ月で14.3％のプラスとなり、比較的良好な結果となりました。
一方、2012年12月20日現在の基準価額は7,838円となっております。

この間、世界的な景気減速懸念からリスク性資産への投資が手控えられる中、①相対的に利回り水準が
高く、ファンダメンタルズの良好な新興国の債券が投資家に選好されたこと、②欧州債務問題への懸念が
台頭したものの、新興国は先進国よりも高い経済成長が見込まれること等から、新興国の債券市況は概ね
堅調に推移しました。その結果、債券価格の上昇を受けて新興国債券の利回りは低下しました。

一方、ブラジルにおいては、ブラジル中央銀行による継続的な利下げ等により、一時12％を超えていた政策
金利は7.25％まで大きく低下しています。これを受け、当ファンドの為替ヘッジプレミアムが減少し、新興国
債券の利回り低下も相まってインカム水準が低下しました。また、円高の進行により円ベースでのインカム
水準も低下しています。なお、ブラジルレアルは欧州債務問題への懸念やブラジル政府の通貨安容認姿勢
などから下落しましたが、足下の円／ブラジルレアルは安定的に推移しております。
分配金は利子収入、売買益等の他、過去の蓄積から支払われますが、上記の通り、当ファンドでは
足下インカム水準が低下しております。これを踏まえ、信託財産の成長を図りながら収益分配を行うことが
投資家の皆さまの中長期的な利益につながると考え、基準価額の水準、市況動向等を総合的に判断し、
今般、分配金の見直しを行いました。
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Ａ．分配金を引き下げた分をファンドの純資産に留保し、信託財産の成長を目指すためです。

為替は足下安定的に推移

政策金利は低
下したものの
依然高水準

新興国債券のパフォーマンスは
概ね堅調に推移

（％）（円）
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当ファンドの基準価額騰落要因

・上記グラフの要因分析は、組入債券の値動き、為替変動等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、
　その正確性、完全性を保証するものではありません。
・為替ヘッジプレミアム／コストは、「ブラジルレアルの短期金利（ＪＰモルガンＥＬＭＩ＋のブラジル利回り）－米ドルの短期金利（米ドル１ヵ月ＬＩＢＯＲ）」
　（プラスが為替ヘッジプレミアム、マイナスが為替ヘッジコスト）相当として簡便的に算出したものであり、実際の値とは異なります。
・その他（売買損益等）は、基準価額（分配金込み）の変動幅から利子収入、為替ヘッジプレミアム／コスト、為替損益、信託報酬を差し引いて算出しています。
・四捨五入のため全体計（基準価額（分配金込み）の変動幅）と内訳の合計が相違することがあります。
・上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、
  実質的な投資成果を示すものではありません。
・本見通しないし分析は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
・基準価額は1万口当たりです。
・基準価額（分配金込み）は基準価額の変動と再投資しない前提の分配金（税引前）をもとに計算しており、分配金（税引前）を決算日に再投資したもの
　とみなして算出した基準価額（分配金再投資）とは異なります。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

Ｑ２ 運用状況について教えてください。

設定から第42期（2012年12月20日）までの基準価額（分配金再投資）は70.6％上昇しました。その間、
合計8,170円の分配金をお支払いしております。

2009年4月末から2012年11月末までの基準価額の騰落要因を収益の源泉別にみてみると、①利子収入が
新興国債券の相対的に高い利子収入を享受したことから＋1,813円となりました。②為替ヘッジプレミアム
は、足下ブラジル中央銀行による継続的な利下げを受けて低下傾向にあるものの、ブラジルと米国の
金利差を背景に＋2,886円の寄与となりました。また、金利低下による債券価格の上昇等が寄与し、
④その他（売買損益等）は＋2,644円となりました。
一方、③為替損益（円／ブラジルレアル）は、月により大きく上下に振れましたが、欧州債務問題の
深刻化等による投資家のリスク回避傾向が強まったことを受けてブラジルレアルが対円で下落し、
1,254円のマイナスとなりました。

Ａ．新興国債券の相対的に高い利子収入や値上がり益、為替ヘッジプレミアムがプラスに寄与しました。
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（円）

（期間：2009年4月末～2012年11月末）

上記グラフの数値の一部はシミュレーションを用いているため、実際のファンドの数値とは異なります。
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※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

基準価額の要因分析グラフ（月別推移／直近2年）

・上記グラフの要因分析は、組入債券の値動き、為替変動等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、
　その正確性、完全性を保証するものではありません。
・為替ヘッジプレミアム／コストは、「ブラジルレアルの短期金利（ＪＰモルガンＥＬＭＩ＋のブラジル利回り）－米ドルの短期金利（米ドル１ヵ月ＬＩＢＯＲ）」
　（プラスが為替ヘッジプレミアム、マイナスが為替ヘッジコスト）相当として簡便的に算出したものであり、実際の値とは異なります。
・その他（売買損益等）は、基準価額（分配金込み）の変動幅から利子収入、為替ヘッジプレミアム／コスト、為替損益、信託報酬を差し引いて算出しています。
・四捨五入のため全体計（基準価額（分配金込み）の変動幅）と内訳の合計が相違することがあります。
・上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的
　な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
・基準価額及び分配金は1万口当たりです。

基準価額の要因分析表（直近2年）

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

（期間：2010年12月～2012年11月）
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（単位：円）

下記グラフ、表の数値の一部はシミュレーションを用いているため、実際のファンドの数値とは異なります。

基準日 基準価額 前月比 利子収入
為替ヘッジ

プレミアム／コスト
為替損益

その他
（売買損益等）

信託報酬 分配金

2010/12/30 11,613 -285 43 76 -3 -185 -16 200

2011/1/31 11,527 -86 43 76 41 -31 -16 200
2011/2/28 11,443 -84 44 71 70 -54 -15 200
2011/3/31 11,769 326 45 66 331 100 -15 200
2011/4/28 12,229 460 46 47 459 124 -16 200
2011/5/31 11,703 -526 47 50 -498 90 -16 200
2011/6/30 11,846 143 44 77 209 28 -16 200
2011/7/29 11,460 -386 43 83 -403 107 -16 200
2011/8/31 11,040 -420 39 67 -305 -6 -15 200
2011/9/30 9,130 -1,910 35 63 -1,456 -339 -13 200

2011/10/31 9,891 761 34 61 583 296 -13 200
2011/11/30 9,074 -817 33 66 -575 -129 -13 200
2011/12/30 8,921 -153 33 59 -108 74 -12 200
2012/1/31 9,300 379 33 61 405 92 -12 200
2012/2/29 10,118 818 33 62 800 136 -13 200
2012/3/30 9,520 -598 32 63 -529 49 -13 200
2012/4/27 9,009 -511 29 56 -438 54 -12 200
2012/5/31 8,029 -980 26 50 -732 -114 -11 200
2012/6/29 7,718 -311 26 44 -280 109 -11 200
2012/7/31 7,913 195 24 41 110 232 -11 200
2012/8/31 7,810 -103 22 37 -20 69 -11 200
2012/9/28 7,698 -112 22 30 -18 64 -10 200

2012/10/31 7,798 100 22 27 201 60 -10 200
2012/11/30 7,639 -159 22 29 -34 34 -10 200
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新興国では、中長期的には中間・富裕層の増加を背景とした力強い内需に支えられて経済が拡大し、先進国
を上回る経済成長を達成するものと見ております。加えて、新興国の財政状態が相対的に健全であることや
政策金利の水準が高いことを考慮すると、財政および金融政策の余地が残されており、今後の経済的な
ショックに対する耐性は先進国と比較して相対的に強いと考えられます。
一方、先進国には「過剰債務と成長力不足」という構造問題が残存し、欧州債務問題等の抜本的な解決には
時間を要すると予想されるほか、解決の過程では市場の変動性が高まる局面が見られる可能性が
あります。これらの新興国への影響については今後も注視する必要があると考えられます。

Ｑ３ 新興国債券市場の投資環境と今後の見通しを教えてください。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

・上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、
  実質的な投資成果を示すものではありません。
・本見通しないし分析は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

各債券の利回り比較

政府債務残高（対名目ＧＤＰ比）の推移

（2012年11月末現在）

実質ＧＤＰ成長率の推移

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年

新興国

先進国

（期間：2002年～2017年、2012年以降はＩＭＦ見通し）

0

20

40

60

80

100

120

2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年

新興国

先進国

（期間：2002年～2017年、2012年以降はＩＭＦ見通し）

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（％） （％）

（出所）ＩＭＦ「Ｗｏｒｌｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｏｕｔｌｏｏｋ（2012年10月）」のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

・新興国債券、先進国国債は指数の利回りを使用しています。米国国債、ドイツ国債、日本国債は10年国債利回りです。
・指数については8ページをご覧ください。

（％）
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１．ブラジルレアルの投資環境と今後の見通し
ブラジル景気は、7-9月期の実質ＧＤＰ（国内総生産）が前期比0.6％の成長にとどまったことなどから回復の
勢いはまだそれほど強くないと考えられますが、昨年来の大規模な金融緩和や減税措置などの財政出動の
効果が徐々に浸透すると見込まれるため、内需主導で持ち直す方向にあると見ています。また、ブラジル
政府が12月4日、建設業界向けに税制優遇措置を拡大すると発表したことや、ブラジルの 大の輸出先
である中国の景気が回復しつつあることも、景気のプラス要因になるとみています。
金融政策面では、ブラジルのファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）に改善の兆しが出ていることなどを
背景に、ＢＣＢ（ブラジル中央銀行）は11月27、28日のＣＯＰＯＭ（金融政策委員会）で政策金利
（中銀ターゲット金利、ＳＥＬＩＣ）を7.25％に据え置くことを決定しました。これにより、2011年秋口以来継続して
きた利下げがついに停止され、ブラジルの利下げが打ち止めとなった可能性が強まったことから、ブラジル
の日米欧などの先進国に対する金利面での優位性は維持されると見込まれ、これはブラジルレアルを
下支えする要因になると考えています。また、現在ブラジル当局は為替介入を組み合わせ、為替市場の
急激な変動が招く経済へのマイナスを抑制しつつ、バランスの取れた成長を目指していると考えられます。
現在のブラジルレアルの対円での為替水準は、リーマン・ショック後と同程度にあり、割安感があると
見られる事に加え、当局による為替介入を背景とする市場安定化の傾向があることから、中期的に投資の
好機にあると考えられます。
さらに、日本の経常黒字縮小の進展などを背景に実需面での円高圧力が後退していることや、日銀の追加
緩和観測が根強いことなども考慮すると、米国の「財政の崖」（大型減税の期限切れ等からの財政支出の
大幅削減）に伴う米国景気鈍化への懸念などによる短期的な調整があるものの、ブラジルレアルは対円で
比較的底堅い動きになるとみています。

２．今後のファンドの運用方針
今後も先進国と新興国の間で、経済成長のスピードが異なる状態が続くと見ています。すなわち先進国は、
政府の高い債務水準や長期間にわたる失業率の高止まりといった構造問題が重石となり経済成長は低位
にとどまると見ています。足下では、米国における追加的な緩和策やＥＣＢ（欧州中央銀行）による
国債の買い取りなどの政策が発表されたことなどを受けて、リスク性資産が堅調に推移しています。投資家
がソブリンリスク（政府債務の信用リスク）に対する意識を高めている環境下、各国の財政基盤などファンダ
メンタルズの分析に主軸を置いた投資対象国の選別が一層重要になると考えています。
具体的には、財政状態の改善が続き、潤沢な外貨準備高を有するブラジルやロシアといった国々に対して
積極姿勢とします。一方、ファンダメンタルズが脆弱で、かつ対外資金への依存度が高いハンガリーなどは、
外部環境からの影響を受けやすい点も考慮し、消極姿勢とします。また、財政問題が懸念される欧州周辺国
と貿易や金融面でのつながりの強い国々についてもその動向を注視します。

・上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。
・本見通しないし分析は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。
・計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

Ｑ４ ブラジルレアルの投資環境と今後の見通し、及び今後のファンドの運用方針について教えてください。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

ブラジルの小売売上高の推移
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（期間：2002年12月～2012年10月）

ブラジルの鉱工業生産指数の推移
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（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（期間：2002年12月～2012年10月）
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分配金150円

分配対象額

Ｑ５ 分配金を引き下げたのは、運用成績が悪いからですか？

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

Ｑ６ 分配金を引き下げた分はどこに行くのですか？

分配金はファンドの純資産から支払われるため、分配金を支払うと、その分、基準価額は下落します。
したがって、分配金額が少ない方が多い場合よりも基準価額の下落は小さくなります。つまり、分配金の額
だけで運用成績の優劣を判断することはできません。
運用成績を判断するには、分配金と基準価額の値上がり/値下がりの合計（トータルリターン）で考えることが
必要です。

投資信託の分配金は預貯金と異なり、投資信託の純資産から支払われます。つまり、分配金は
ファンドの元本と別に管理されているわけではなく、ファンドの資産の一部として運用されています。
そのため、分配金を支払うと、その分資産が減り、基準価額は下落します。

＜ご参考：購入時期の違いによる総合的な運用成績（トータルリターン）の状況＞

Ａ．分配金を引き下げたのは、運用成績が悪いからではありません。投資信託の運用成績は、分配金に
基準価額の値上がり/値下がりを合算したトータルリターンで考えることが必要です。

・上記表は過去の実績・状況であり、将来の運用状況･成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、
　実質的な投資成果を示すものではありません。
・運用状況によっては分配金額が変わる場合、または分配金は支払われない場合があります。
・計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意ください。
・上記は基準価額の変動と再投資しない前提の分配金（税引前）をもとに計算した値であり、分配金（税引前）を決算日に再投資したもの
　とみなして算出した基準価額（分配金再投資）とは異なります。

Ａ．分配金を引き下げた分は、ファンドの資産内に残ります。したがって、分配金支払い後の基準価額は、
分配金を引き下げた分だけ下落は小さくなります。

購入タイミング 日付
購入時の
基準価額

①

現在の
基準価額

②

基準価額の
変動

③＝②－①

受取分配金

④

総合的な
損益額

⑤＝③＋④

総合的な
収益率
⑤÷①

設定日 2009/4/28 10,000 7,639 -2,361 8,020 5,659 57%
2009年末 2009/12/30 13,013 7,639 -5,374 6,940 1,566 12%
2010年末 2010/12/30 11,613 7,639 -3,974 4,600 626 5%
2011年末 2011/12/30 8,921 7,639 -1,282 2,200 918 10%
2012年6月末 2012/6/29 7,718 7,639 -79 1,000 921 12%

＜基準価額と分配金のイメージ＞

分配対象額

分配対象額

分配金200円

＜分配前＞

分配落ち前
基準価額
8,000円

200円
分配した場合

150円
分配した場合

分配落ち後
基準価額
7,800円

分配落ち後
基準価額
7,850円

分配金
200円

分配金
150円

合計
8,000円

合計
8,000円

・上記は分配金と基準価額のイメージ図であり、ファンドの運用成果等を示唆・保証するものではありません。
  また、上記イメージ図では保有資産、為替の変動等による純資産価値の変動は考慮しておりません。

（2012年11月30日現在） (単位：円）
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Ｑ８ 今後の分配金は再度引き下げ、あるいは引き上げられることはありますか？

今後の分配につきましては、引き続き分配水準の安定性に配慮しながら、分配方針に従い、基準価額水準
や市況動向等を総合的に勘案して分配金を決定いたします。
当ファンドの分配は、利子収入、債券や為替の値上がり益の合計額および過去の収益の繰越分（分配を
行わなかった分）などを収益分配原資として行います。したがって、これらの状況の変化により分配金額は
下がることも上がることも考えられます。
様々な要因により分配原資総額は変化いたしますので、将来の分配金額については、あらかじめ一定の額
をお約束できるものではありません。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

・本見通しないし分析は作成時点の見解を示したものであり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

【当資料で使用している指数について】

■新興国債券【ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド】
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。組入比率の調整を行わない指数としてＪＰモルガンＥＭＢＩグローバルがあります。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。

■米国国債【シティグループ米国債インデックス】
シティグループ米国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、米国債の総合投資利回りを
指数化した債券インデックスです。

■先進国国債【シティグループ世界国債インデックス（除く日本）】
シティグループ世界国債インデックス（除く日本）とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界
主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

Ｑ７ 今回の分配金の水準はいつまで続くのですか？

分配金額は、ファンドの分配方針に基づき委託会社が決定しますが、将来の分配金額につきましては、
あらかじめ一定の額の分配をお約束できるものではありません。今後の運用状況や市況動向等によっては、
分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

Ａ．将来の分配金額については、あらかじめ一定の額の分配をお約束できるものではありません。

今後とも引き続き、『三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）』をご愛顧いただきますよう宜しくお願い申しあげます。

Ａ．今後の分配につきましては、基準価額水準や市況動向等を総合的に勘案して決定いたします。
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収益分配金に関する留意事項

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

普    通    分    配    金    ：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額
                                       だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

　　　　分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金
        および④収益調整金です。
        分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな
                         かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収 益 調 整 金  ：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするため
                         に設けられた勘定です。

（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

10,500円

10,550円

10,450円

10,500円

10,400円

10,300円

期中収益
(①＋②）

50円

前期決算日 当期決算日
分配前 分配後

当期決算日

配当等収益
① 　 20円

＊50円

100円

＊500円
(③＋④） ＊450円

(③＋④）

＊500円
(③＋④）

＊80円

＊420円
(③＋④）

分
配
金

＊分配対象額
　 500円

＊分配対象額
　 450円

＊50円を取崩し

前期決算日 当期決算日
分配前 分配後

当期決算日

＊分配対象額
　 500円

＊分配対象額
　 420円

＊80円を取崩し

100円

分
配
金

（分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合） （分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合）

（前期決算日から基準価額が上昇した場合） （前期決算日から基準価額が下落した場合）

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

分配金

投資信託の純資産

投資者の
購入価額

（当初個別元本） 基準価額
個別元本

普通分配金

元本払戻金（特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）

（当初個別元本） 基準価額
個別元本

分配金
支払後

投資者の
購入価額

分配金
支払後

※元本払戻金（特別分配金）

は実質的に元本の一部

払戻しとみなされ、その

金額だけ個別元本が減少

します。

また、元本払戻金（特別

分配金）部分は非課 税

扱いとなります。

●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
　金額相当分、基準価額は下がります。

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
　われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
　また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当す
　る場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
　様です。
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※1 米ドルコースでは、原則として為替ヘッジ取引を行いません。したがって米ドルの為替変動の影響を受けます。

※2 円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。

各コースは、米ドル建て新興国債券への投
資に加えて、為替ヘッジの対象となる通貨を
選択することができるよう設計された投資信
託です。

※1

※2
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

ファンドの目的・特色

「三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ」は、以下の10本の通貨コースとマネープールファンドの11本のファンドで構成される投資
信託です。
　　　　　　　＜円コース＞（毎月分配型）
　　　　　　　＜ユーロコース＞（毎月分配型）
　　　　　　　＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
　　　　　　　＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
　　　　　　　＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
　　　　　　　＜マネープールファンド＞

「10本の通貨コース」について
■ファンドの目的
各コースは、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。

■ファンドの特色
・各コースは、主として円建ての外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の国債や政府機関債等に実質的な投資を行い
 ます。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。（ファンド・オブ・ファンズ方式）
・各コースが投資を行う外国投資信託においては、主に米ドル建ての新興国債券に投資を行う一方で、米ドル売り、各コースの対象通貨買
 いの為替ヘッジ（米ドルコースを除く）を行います。これにより、「為替ヘッジプレミアム／コスト」、「為替差益／差損」が生じます。
・各コースの対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より高い場合、当該コースでは「為替ヘッジプレミアム」の獲得が期待できます。一
 方、各コースの対象通貨の短期金利が米ドルの短期金利より低い場合、当該コースでは「為替ヘッジコスト」が生じます。
 *為替ヘッジ取引にあたっては、一部新興国通貨の場合、「ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引」を利用する場合があります。
・各コースの基準価額は、為替相場が各コースの対象通貨に対して、円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資
 元金を割り込むことがあります。なお、円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではあり
 ません。
 *資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）においては、3通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）への実質的な配分は3分の1程
 度ずつになることを基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が3分の1程度ずつからカイ離する
 場合があります。
・各コースにおいて、投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
・各コースは、原則として毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない
 ことがあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありま
 せん。
 ※販売会社によっては、取り扱わないコースがある場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。

＜主な投資制限＞
・投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行いません。

「マネープールファンド」について
■ファンドの目的
わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざします。

■ファンドの特色
・ファミリーファンド方式によりマネー・マーケット・マザーファンドを通じて、わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保をめざ
 します。
・毎年4・10月の各20日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこ
 とがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

＜主な投資制限＞
・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■各ファンド間でスイッチングが可能です。
・マネープールファンドの購入は、マネープールファンド以外の各コースからのスイッチングの場合に限定します。
・販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確認ください。

《ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》

／　＜米ドルコース＞（毎月分配型）
／　＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
／　＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
／　＜中国元コース＞（毎月分配型）
／　＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

　

委託会社（ファンドの運用の指図等） 三菱ＵＦＪ投信株式会社

受託会社（ファンドの財産の保管・管理等） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

販売会社（購入・換金の取扱い等） 後記の各照会先でご確認いただけます。

設定・運用 …三菱ＵＦＪ投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会 （社）投資信託協会
                一般社団法人日本投資顧問業協会
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

投資リスク

各ファンド（マネープールファンドを除く）

流動性リスク

（価格変動リスク）
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下
落要因となります。

（為替変動リスク）
「円コース」
組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありませ
ん。為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。

「米ドルコース」
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

「ユーロコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／トルコリラコース／中国元コース／インドネシアルピアコー
ス」
各ファンドの組入外貨建資産は米ドル建て資産ですが、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替ヘッジを行うため、各ファンドの対象通
貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。
為替ヘッジを行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。
為替取引に関する規制がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表さ
れている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、
ヘッジコストが生じる場合があります。

「資源国バスケット通貨コース」
組入外貨建資産は米ドル建て資産ですが、米ドル売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドを各々3分の1程度
ずつ）買いの為替ヘッジを行うため、当該バスケット通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。
為替ヘッジを行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。
為替取引に関する規制がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表さ
れている金利と大きくカイ離した金利水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときであっても、
ヘッジコストが生じる場合があります。

市場リスク

信用リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪
化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることが
あります。

カントリーリスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を
行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な
規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべ
て投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあり
ます。
投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

投資リスク

■その他の留意点

各ファンド（マネープールファンドを除く）
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

マネープールファンド
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンド
 の追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

■リスクの管理体制
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っています。
また、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の投資リスクに対する管理体制や管
理状況等をモニタリングしています。

マネープールファンド

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を
行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

（価格変動リスク）
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受け組入公社債の価格の下落は基準価額の下落
要因となります。

市場リスク

信用リスク

流動性リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪
化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることが
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＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

手続・手数料等

■お申込みメモ

購入単位
販売会社が定める単位
販売会社にご確認ください。

購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※マネープールファンドの購入は、マネープールファンド以外の各ファンドからのスイッチングによる場合に限ります。
※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

購入代金 販売会社の定める期日までに販売会社指定の方法でお支払いください。

換金単位
販売会社が定める単位
販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。

申込不可日

各ファンド（マネープールファンドを除く）
ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日は、購入・換金のお申込みができません。2012年
の該当日は1月16日、2月20日、4月6日、5月28日、7月4日、9月3日、11月12日、11月22日、12月25日です。なお、
休業日は変更される場合があります。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

各ファンド（マネープールファンドを除く）
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること
およびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。
マネープールファンド
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を
中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあります。

信託期間

円コース（毎月分配型）／米ドルコース（毎月分配型）／ユーロコース（毎月分配型）／豪ドルコース（毎月分配型）
／ブラジルレアルコース（毎月分配型）／南アフリカランドコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型）／
マネープールファンド
2019年4月20日まで（2009年4月28日設定）
中国元コース（毎月分配型）／インドネシアルピアコース（毎月分配型）
2019年4月20日まで（2010年5月6日設定）
資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）
2019年4月20日まで（2011年1月20日設定）

繰上償還
各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合および各ファンドの受益権の口数を合計した
口数が50億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。

決算日

各ファンド（マネープールファンドを除く）
毎月20日（休業日の場合は翌営業日）
マネープールファンド
毎年4・10月の各20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

各ファンド（マネープールファンドを除く）
毎月の決算時に分配を行います。
※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

マネープールファンド
年2回の決算時に分配を行います。
※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係 課税上、株式投資信託として取り扱われます。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

手続・手数料等

■ファンドの費用・税金

・ファンドの費用

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

各ファンド（マネープールファンドを除く）

お客さまが直接的に負担する費用

購入時

購入時手数料
購入価額×3.15％（税抜 3％）（上限）
販売会社にご確認ください。

換金時

信託財産留保額 ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

保有期間中

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額×年1.596％（税抜 年1.52％）
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）はかかりませんので、お客さまが負担する
実質的な運用管理費用（信託報酬）は上記と同じです。

その他の費用・
手数料

売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料
　（監査費用を除きます。）は、その都度信託財産から支払われます。

※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当
   額が含まれます。

※お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

当資料のご利用にあたっての注意事項等

手続・手数料等

《ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／販売会社が登録金融機
関の場合、投資者保護基金に加入しておりません。／投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。／投資信託をご購入の
場合は、販売会社よりお渡しする 新の投資信託説明書（交付目論見書）等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために三菱ＵＦＪ投信が作成した資料です。／当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更され
ることがあります。／当資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。／当資料中のグ
ラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんの
で、実質的な投資成果を示すものではありません。
■市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。

■ファンドの費用・税金

・ファンドの費用

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

マネープールファンド

お客さまが直接的に負担する費用

購入時

購入時手数料 ありません。

換金時

信託財産留保額 ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

保有期間中

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額×年0.5775％～0.0105％（税抜 年0.55％～0.01％）
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

その他の費用・
手数料

売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・税金

個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。
なお、法人の課税は異なります。また、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料
  （監査費用を除きます。）は、その都度信託財産から支払われます。

※運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当額が含まれます。

※お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

＜オフィシャルサイト＞　     http://www.am.mufg.jp/
＜モバイルサイト＞            http://k.m-muam.jp/a/1/3
基準価額・分配金をメール配信（＊メール配信対象外ファンドもあります。）

お 客 さ ま 専 用

フ リ ー ダイ ヤル ０１２０－１５１０３４
受付時間／9:00～17:00　（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
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ファンド名称：三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ

 商号  登録番号等  加入協会

 株式会社　阿波銀行
　（一部コースのみ取扱、インターネット専用）

 登録金融機関  日本証券業協会
 四国財務局長（登金）第1号  

 

 株式会社　伊予銀行
　（一部コースのみ取扱、インターネット専用）

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会
 四国財務局長（登金）第2号  

 

 いよぎん証券株式会社
　（一部コースのみ取扱）

 金融商品取引業者  日本証券業協会
 四国財務局長（金商）第21号  

 

 株式会社　紀陽銀行
　（一部コースのみ取扱、インターネット専用）

 登録金融機関  日本証券業協会
 近畿財務局長（登金）第8号  

 

 株式会社　山陰合同銀行
　（一部コースのみ取扱、インターネット専用）

 登録金融機関  日本証券業協会
 中国財務局長（登金）第1号  

 

 株式会社　滋賀銀行
　（一部コースのみ取扱）

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会
 近畿財務局長（登金）第11号  

 

 静銀ティーエム証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 東海財務局長（金商）第10号  

 

 株式会社　十六銀行
　（一部コースのみ取扱）

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会
 東海財務局長（登金）第7号  

 

 中銀証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 中国財務局長（金商）第6号  

 

 株式会社　南都銀行
　（一部コースのみ取扱）

 登録金融機関  日本証券業協会
 近畿財務局長（登金）第15号  

 

 八十二証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会
 関東財務局長（金商）第21号  

 

 株式会社　百十四銀行
　（一部コースのみ取扱、インターネット専用）

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会
 四国財務局長（登金）第5号  

 

 株式会社　三菱東京ＵＦＪ銀行 (三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券の証券取引口座でも取扱っております)

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
 関東財務局長（登金）第5号  一般社団法人第二種金融商品取引業協会

 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会
 関東財務局長（登金）第33号  

 

 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／
 関東財務局長（金商）第2336号  一般社団法人金融先物取引業協会／

 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

販売会社情報一覧表
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