交付運用報告書

この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます。
受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください。

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ
＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
追加型投信／海外／債券

第91期末（2018年10月22日）
基準価額
5,674円
純資産総額
302百万円
第86期～第91期
騰落率
（上昇率・下落率）

分配金合計（＊）

－8.4％
480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。
（＊）各期の分配金を合計したものです。

第86期（決算日：2018年５月21日）
第87期（決算日：2018年６月20日）
第88期（決算日：2018年７月20日）
第89期（決算日：2018年８月20日）
第90期（決算日：2018年９月20日）
第91期（決算日：2018年10月22日）
作成対象期間
（2018年４月21日～2018年10月22日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、各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 （ＡＵＤ）、クラス Ｊ （ＢＲＬ）、クラス Ｊ （ＺＡＲ）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目指
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、３通貨（豪ドル、ブラジルレ
アル、南アフリカランド）買いの為替取引を行います。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す。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運用に努めてまいりますので、よろしくお願い申
し上げます。
●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、下記の手順で閲覧できます。
●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。
＜運用報告書（全体版）の閲覧およびダウンロード方法＞
①右記ホームページにアクセス
②「基準価額一覧」もしくは「ファンド検索」から当ファン
ドを検索し、選択
③ファンドの詳細ページで運用報告書（全体版）を選択

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ https://www.am.mufg.jp/
当運用報告書に関するお問い合わせ先
お 客 さ ま 専 用 ０１２０－１５１０３４
フリーダイヤル （受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

運用経過
当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額の動き

（第86期～第91期：2018/４/21～2018/10/22）

基準価額は当作成期首に比べ8.4％（分配金再投資ベース）の下落
となりました。

基準価額等の推移

(円)

7,000

(百万円)
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5,000
2018/４/20

2018/６/20

0
2018/10/16

2018/８/16

純資産総額（右目盛）
分配金再投資基準価額（左目盛）

基準価額（左目盛）

第86期首： 6,723円
第91期末： 5,674円
（既払分配金
480円）
騰落率 ： －8.4％
（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、分配金が支払われた場合、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、受益者のみなさまがご利用のコースにより
異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益
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
下落要因

・ブラジルレアルや南アフリカランドの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
・エマージング（新興経済国）債券市況が下落したこと
・豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドが対円で下落したこと
・豪ドルの為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）
1
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

１万口当たりの費用明細

（2018年４月21日～2018年10月22日）

記載された金額は、期間中にファンドを介して受益者のみなさまが間接的にご負担いた
だいた費用です。
項目
(a) 信託報酬

第86期～第91期
金額
比率
50円 0.835％

項目の概要
(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)

(31)

(0.511)

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)

(18)

(0.302)

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)

(0.022)

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

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

(b) その他費用

(監査費用)
( 0) (0.002)
合計
50
0.837
作成期中の平均基準価額は、5,990円です。

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

（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）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。

【費用開示の仕組み】
下記

部分の費用が費用明細に含まれています。
＜投資対象ファンド＞
…

受益者

投資信託証券
当ファンド
マネー・マーケット・マザーファンド
（当ファンドに対応する費用）

当ファンドの費用に関する情報を後記「＜ご参考＞当ファンドに関わる費用について」に記載していますので、ご
確認ください。

2

CS5_18463607_02_os7三菱UFJ国際_新興国債券F通貨選択S（資源国バスケット通貨）（毎月）_交運_運用経過.indd

2

2018/12/06

17:22:56

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

最近５年間の基準価額等の推移について

（2013年10月21日～2018年10月22日）
当作成期 (百万円)

(円)
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2018/10
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分配金再投資基準価額（左目盛）

・分配金再投資基準価額は、2013年10月21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
2013/10/21
期初
基準価額（円）
期間分配金合計（税込み）（円）
分配金再投資基準価額騰落率
純資産総額（百万円）

9,574
－
－
643

2014/10/20
決算日

2015/10/20
決算日

2016/10/20
決算日

9,244
7,252
960
960
7.0％ －12.2％
425
233

6,848
960
9.1％
185

2017/10/20 2018/10/22
決算日
決算日
7,378
960
22.9％
341

5,674
960
－10.7％
302

・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。
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＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

投資環境について

（第86期～第91期：2018/４/21～2018/10/22）

債券市況の推移

（当作成期首を100として指数化）
102

◎債券市況
・当作成期は、米中貿易摩擦に対する懸
念の高まりや米国金利が上昇したこ
と、トルコなど一部の新興国で通貨が
急落し、市場参加者のリスク回避姿勢
が強まったことなどがマイナスに作用
し、エマージング債券市況は軟調に推
移しました。

100

98

96

94
2018/４/19

2018/６/19

2018/８/15

2018/10/15

ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）
（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。

為替市況の推移

（当作成期首を100として指数化）
110

◎為替市況
＜豪ドル＞
・当作成期は、米中貿易摩擦に対する懸
念やトルコの金融市場の混乱等から市
場参加者のリスク回避姿勢が強まり、
豪ドルは対円で下落しました。

100

90

80

70
2018/４/19

2018/６/19

2018/８/15

2018/10/15

為替レート（円・豪ドル）
為替レート（円・ブラジルレアル）
為替レート（円・南アフリカランド）
（注）現地日付ベースで記載しております。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

＜ブラジルレアル＞
・当作成期は、国営石油会社の燃料価格の引き上げに対するストライキを背景に景気の混
乱や財政の悪化への懸念が強まったこと、トルコの金融市場の混乱等を受けた新興国に
対する懸念の強まりなどを受けて、2018年８月末にかけてブラジルレアルは対円で下落
しました。その後、大統領選挙で相対的に市場寄りとされる候補が優位との見方からブ
ラジルレアルは対円で下落幅を縮小させました。当作成期を通じて見ると、ブラジルレ
アルは対円で下落しました。
＜南アフリカランド＞
・当作成期は、トルコリラの急落を受けて、経常赤字国である同国通貨に対する懸念が強
まったことや2018年４－６月期の実質ＧＤＰ（国内総生産）成長率（前期比）が前四半
期に続き、マイナス成長となり経済成長に対する懸念が強まったことなどが嫌気され、
南アフリカランドは対円で下落しました。
◎国内短期金融市場
・当作成期の短期金融市場をみると、日銀は長短金利を操作目標として金融市場調整を行
いました。コール・レート（無担保・翌日物）はマイナス圏で推移し、2018年10月22日
のコール・レートは－0.069％となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて
期間中にどのような運用をしたかを確認できます。
＜三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞
（毎月分配型）＞
・各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 （ＡＵＤ）、クラス Ｊ （ＢＲＬ）、クラス Ｊ （ＺＡＲ）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。各投資信託証券への投資に
あたっては、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、ブラジルレアルや南アフリカランドの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った一方、エマージング債券市況が下落したことや、豪ド
ルの為替取引によるコスト、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランドが対円で下落
したことがマイナス要因となり、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（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 Ｂ － クラス Ｊ （ＡＵ
Ｄ）、クラス Ｊ （ＢＲＬ）、クラス Ｊ （ＺＡＲ）＞
・基準価額は、それぞれ当作成期首に比べ、分配金再投資ベースでクラス Ｊ （ＡＵ
Ｄ）が5.8％の下落、クラス Ｊ （ＢＲＬ）が4.6％の下落、クラス Ｊ （ＺＡＲ）
が13.2％の下落となりました。
・保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、３通貨買いの為替取引を行いました。
◎為替
・豪ドルやブラジルレアル、南アフリカランド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
・豪ドルの短期金利が米ドルの短期金利に対して低位で推移していたため、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コストは、当作成期を通じて見ると基準価
額に対する下落要因となりました。なお、米ドルの短期金利が上昇する一方、豪ドルの
短期金利はほぼ横ばいとなったため、豪ドルと米ドルの短期金利差は拡大しました。
・ブラジルレアル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上昇した一方、ブラジルレアルの短期金
利は低下したため、ブラジルレアルと米ドルの短期金利差は縮小しました。
・南アフリカランド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、米ドルの短期金利の上昇幅が南アフリカランドの短期金利
の上昇幅を上回ったことから、南アフリカランドと米ドルの短期金利差は縮小しまし
た。
◎国別配分戦略
・国別配分戦略については、ファンダメンタルズが改善基調にあるブラジルや国際通貨基
金（ＩＭＦ）の支援により経済の改善が期待でき、バリュエーション上も魅力があると
考えられるアルゼンチンに対して積極姿勢としました。エマージング債券市況が軟調な
中、アルゼンチン債券市況が大幅に下落したことなどが基準価額の下落要因となりまし
た。
＜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％の下落となりました。
・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、
利子等収益は積み上がったものの、運用資金に対するマイナス金利適用などの影響を受
けて、基準価額は下落となりました。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

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
分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを
確認できます。
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】
項目

（単位：円、１万口当たり、税込み）
第86期
第87期
第88期
第89期
第90期
第91期
2018年４月21日～ 2018年５月22日～ 2018年６月21日～ 2018年７月21日～ 2018年８月21日～ 2018年９月21日～
2018年５月21日
2018年６月20日
2018年７月20日
2018年８月20日
2018年９月20日
2018年10月22日

当期分配金
（対基準価額比率）

80
1.260％

80
1.344％

80
1.298％

80
1.412％

80
1.426％

80
1.390％

当期の収益
当期の収益以外

48
31

47
32

53
26

43
36

42
37

48
31

2,523

2,491

2,466

2,429

2,391

2,360

翌期繰越分配対象額

（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＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）
＜三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞
（毎月分配型）＞
◎今後の運用方針
・各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 （ＡＵ
Ｄ）、クラス Ｊ （ＢＲＬ）、クラス Ｊ （ＺＡＲ）＞
◎運用環境の見通し
・エマージング諸国は、国際収支や外貨準備の動向、財政赤字の削減などの観点でファン
ダメンタルズは良好な状態にあると見ています。また、新興国の景気サイクルは先進国
と比べて拡大余地が残されていることから、エマージング債券市場の資産の相対的な魅
力度は高いと考えています。しかし、保護主義的な動きや米国をはじめとする先進国の
金融政策の動向、新興国個別の政治リスクなどは市場の変動性を高める可能性があるた
め、注意が必要と思われます。
◎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、エマージング諸国への投資に関しては、市場の変動性が高まる可能
性がある中、投資国の選別が重要と考えています。従って各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慎重に選別する方針です。
・具体的には、政治動向には留意が必要なものの、ＩＭＦからの支援やバリュエーション
の観点からアルゼンチンについて積極姿勢とする他、堅調な原油価格などを考慮してナ
イジェリアについて積極姿勢とする方針です。一方、国内の政治リスクや相対的な割高
感などを考慮してフィリピンについて消極姿勢とする他、相対的に割高感があり、構造
的に外的要因の影響を受けやすい経済状況などを考慮してマレーシアについて、消極姿
勢とする方針です。
・なお、保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、３通貨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
・物価は緩やかに上昇していくと予想していますが、日銀の物価目標である２％には届か
ないと思われます。したがって、今後も金融緩和政策が継続す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
・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をめざし
た運用を行う方針です。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

お知らせ
受益者のみなさまに知っていただきたいファンドに関するお知らせを掲載しています。
◎約款変更
・該当事項はありません。
◎その他
・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。
＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留
意ください。なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）
にて開示を行っている場合があります。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

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 2024年４月19日まで（2011年１月20日設定）
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 （ＡＵＤ）、クラス Ｊ （ＢＲ
Ｌ）、クラス Ｊ （ＺＡＲ）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。各投資信託証券への投資にあたっては、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
運 用 方 針 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。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、３通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカ
ランド）買いの為替取引を行います（このため、基準価額は当該３通貨の対
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。
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 （ＡＵＤ）、クラス Ｊ （ＢＲＬ）、
当 フ ァ ン ド －
クラス Ｊ （ＺＡＲ）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 （ＡＵＤ）
ム コ ケ イ マ ン ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド
主要投資対象 ピ
エマージング ボンド （Ｍ）への投資を通じて、新興経済国の政府、政府機関等
フ ァ ン ド Ｂ － 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
クラス Ｊ （ＢＲＬ） 派生商品等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 （ＺＡＲ）
マネー・マーケット・ 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
マ ザ ー フ ァ ン ド 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。
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 方 針 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＜資源国バスケット通貨コース＞（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
当ファンドの基準価額の変動率を他資産と比較することでファンドの値動き特性を捉え
るのにお役立てください。
(％)
（2013年10月末～2018年９月末）
100
80
60
40

64.2

20
0
-20
-40

57.1

40.5

5.3
-22.7

37.2
15.7

-22.0

16.3
-17.5

26.6
9.3

10.5

2.1
-4.0

20.8

5.3
-12.3

-27.4

2.7
-17.4
最大値

-60

平均値

-80

最小値

-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

○上記は、2013年10月から2018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：ＦＴＳＥ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＜資源国バスケット通貨コース＞（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

（2018年10月22日現在）

組入ファンド
（組入銘柄数：４銘柄）
第91期末
2018年10月22日

ファンド名
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 （ＢＲＬ）

34.4％

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 （ＺＡＲ）

33.0％

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 （ＡＵＤ）

31.5％

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。
・上記のうち、上位３ファンドについては、「組入上位ファンドの概要」を後掲しています。
上記
さい。

の組入ファンドについて、後掲「組入上位ファンドの概要」の期間が当ファンドの期間と異なる点にご留意くだ

純資産等
項

目

純資産総額
受益権口数
１万口当たり基準価額

第86期末
第87期末
第88期末
第89期末
第90期末
第91期末
2018年５月21日 2018年６月20日 2018年７月20日 2018年８月20日 2018年９月20日 2018年10月22日
316,187,724円 296,014,258円 310,449,649円 286,513,562円 284,829,943円 302,298,355円
504,505,591口 504,066,212口 510,179,554口 513,142,419口 514,842,416口 532,771,666口
6,267円
5,873円
6,085円
5,584円
5,532円
5,674円

・当作成期間中（第86期～第91期）において
追加設定元本は65,605,925円
同解約元本は 93,841,137円です。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

種別構成等
【資産別配分】

【国別配分】

マザーファンド受益証券 コール・ローン等
0.1％
1.1％

その他
1.2％

投資信託証券
98.8％

ケイマン諸島
98.8％

【通貨別配分】

円
100.0％

・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。
・【国別配分】、【通貨別配分】は、組入ファンドの発行国、発行通貨を表示しています。
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

組入上位ファンドの概要
基準価額の推移

（2018年２月28日現在）

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 （ＢＲＬ）
(円)
30,000

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 （ＡＵＤ）
(円)
32,000

(2017年２月28日～2018年２月28日)

(2017年２月28日～2018年２月28日)
分配金再投資基準価額

分配金再投資基準価額

30,000
28,000
28,000
26,000
26,000
24,000
2017/２/28

2017/６/26

2017/10/20

24,000
2017/２/28

2018/２/20

2017/６/26

2017/10/20

2018/２/20

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 （ＺＡＲ）
(円)
26,000

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。

(2017年２月28日～2018年２月28日)
分配金再投資基準価額

24,000
22,000
20,000
18,000
2017/２/28

2017/６/26

2017/10/20

2018/２/20
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（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：242銘柄）
銘柄
１ SBERBANK (SB CAP SA) UNSEC REGS
２ BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSEC REGS
３
４
５
６
７
８
９
10

OMAN GOV INTERNTL BOND REGS
ARGENTINA GOVT
URUGUAY (REP OF) GLBL UNSEC
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SR UNSEC REGS
EGYPT GOVT SR UNSEC REGS
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO REGS
DOMINICAN REPUBLIC REGS
REPUBLIC OF NIGERIA REGS

国
ロシア

比率
2.0％

ブラジル
オマーン
アルゼンチン
ウルグアイ
カザフスタン
エジプト
カザフスタン
ドミニカ
ナイジェリア

2.0％
1.5％
1.5％
1.4％
1.4％
1.3％
1.3％
1.3％
1.2％

・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。

種別構成等
【資産別配分】
社債
33.1％

【国別配分】

その他
-0.3％

【通貨別配分】
その他
0.4％

ブラジル
9.9％

米国
8.3％
アルゼンチン
7.2％
ロシア
5.4％

その他
69.2％
国債・
政府機関債
67.1％

米ドル
99.6％

・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。
・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 （ＡＵＤ）、クラス Ｊ （ＢＲＬ）、
クラス Ｊ （ＺＡＲ）において、保有資産に対し米ドル売り（豪ドル買い、ブラジルレアル買い、南アフリカランド
買い）の為替取引をそれぞれ行っており、実質的な通貨別比率はそれぞれ豪ドル99.9％、ブラジルレアル99.9％、南ア
フリカランド99.9％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＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）

１万口当たりの費用明細

（2017年３月１日～2018年２月28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
運用管理費用（信託報酬）
その他
費用合計

比率
0.00％
0.00％
0.00％
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三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（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

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 2018年４月21日
＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
～2018年10月22日
ファンド名称（組入上位ファンド）

対象期間

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 （ＢＲＬ）
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 （ＺＡＲ）
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 （ＡＵＤ）

2017年３月１日
～2018年２月28日
2017年３月１日
～2018年２月28日
2017年３月１日
～2018年２月28日

費用合計
（年率）
1.65％
費用合計
（年率）
0.00％
0.00％
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年超・未満の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＜資源国バスケット通貨コース＞（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。

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポ
ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報
提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は
FTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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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