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安値：8,968円
（2016年2月15日）

高値：10,498円
（2018年9月14日）

足下の市場動向と運用状況のご報告

※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

平素は「先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）

２０１５－０３」をご愛顧賜り、厚く御礼申しあげます。

本レポートでは、各ファンドの基準価額推移と要因分析、足下の市場動向、今後の市場見通しと運用方針について

ご案内申しあげます。

単位型投信／海外／債券

設定来の基準価額等の推移（期間：2015年3月31日（設定日）～2019年11月29日）

ファンド情報提供資料
データ基準日：2019年11月29日

先進国高利回り社債ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０３

先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０３

Fund Report ／ファンドレポート

※各ファンドについては、記載する期間において分配しておりません。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。

・基準価額（1万口当たり）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。

基準価額：10,387円
（2019年11月29日）

償還予定日
2020年3月18日

※本レポートは、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク（ＭＳＩＭ）の資料を基に作成しております。

【（為替ヘッジあり）の基準価額推移】

－設定日から2016年2月半ば－

中国などの景気減速が予想され原油需要の後退が懸念されたことや、産油国における原油の供給過剰等により

原油価格が大きく下落したこと等を背景に、投資家のリスク回避的な動きがハイ・イールド債券市場にもマイナスの

影響を及ぼしたため、下落傾向となりました。

－2016年2月下旬から2017年半ば－

ハイ・イールド債券市場の市況改善に伴い保有債券の価格が反発に向かったこと等から、基準価額は堅調に推移

しました。

－2017年半ば以降－

ハイ･イールド債券市場が堅調となった一方で、当ファンドでは一部銘柄でデフォルト（債務不履行）が発生したことや、

日米の金利差拡大に伴い為替ヘッジによる費用が増加したこと等がマイナスとなり、概ね横ばいで推移しました。
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安値：8,241円
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純資産総額（億円）【右軸】 基準価額(円)【左軸】

高値：10,506円
（2018年10月4日）

安値：8,224円
（2016年6月28日）

※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

先進国高利回り社債ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０３

Fund Report ／ファンドレポート

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。

先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）２０１５－０３

先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０３

・基準価額（1万口当たり）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。

基準価額：10,292円
（2019年11月29日）

償還予定日
2020年3月18日

基準価額：10,334円
（2019年11月29日）

償還予定日
2020年3月18日

【（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）の基準価額推移】

－設定日から2016年6月半ば－

中国などの景気減速が予想され原油需要の後退が懸念されたことや、産油国における原油の供給過剰等により

原油価格が大きく下落したこと等を背景に、投資家のリスク回避的な動きがハイ・イールド債券市場にもマイナスの

影響を及ぼしたため、下落傾向となりました。加えて、2015年12月以降の急激な円高ドル安の影響により、2016年

6月にまで基準価額は大幅に下落しました。

－2016年6月半ばから2017年半ば－

ハイ･イールド債券市場が回復基調となったことや、2016年11月から12月にかけて急速に円安米ドル高が進行した

ことなどを受け、反発しました。

－2017年半ば以降－

円高米ドル安が進行したことや、各ファンドでは一部銘柄でデフォルトが発生したこと等がマイナスに影響したものの、

ハイ･イールド債券市場が堅調となったこと等から、基準価額は10,000円を中心に概ね横ばいで推移しました。
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※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

Fund Report ／ファンドレポート

設定来の基準価額変動の要因分析（期間：2015年3月31日（設定日）～2019年11月29日）

先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０３

※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、あくまで基準価額変動
の目安をお伝えするものです。その正確性、完全性を保証するものではありません。※利子収入は、各ファンドが投資する外国投資信託が保有する債券等の
利回りに基づく概算値です。※債券価格等とは、保有する債券に起因する評価損益と、売却済または償還済の債券に起因する実現損益を合わせた価格変
動要因等を指し、実際の値とは異なります。※「為替ヘッジあり」における為替損益（ヘッジコスト）は、米ドル円の直物レートと先物（1ヵ月）レートから三菱ＵＦＪ
国際投信が算出したものであり、先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０３にかかる実際の為替ヘッジコストとは異なります。 ※「為替ヘッジな
し」および「為替ヘッジなし・早期償還条項付」における為替損益（為替変動）は、米ドル／円の為替変動から簡便的に算出したものであり、実際の値とは異な
ります。 ※信託報酬等は実質的な信託報酬率に基づく概算値です。※四捨五入の影響により、基準価額変動と内訳の合計が相違することがあります。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。

先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）２０１５－０３

先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０３

（円）

（円）

先進国高利回り社債ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０３
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※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご覧ください。

Fund Report ／ファンドレポート

先進国高利回り社債ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０３

【基準価額変動の要因分析】
① 利子収入要因

保有債券からの利子収入を得たことは、基準価額の上昇要因となりました。
② 債券価格等要因

保有債券の価格が下落したこと等が、基準価額の主な下落要因となりました。債券価格等の詳細については、
以下の通りです。
・各ファンドで組み入れていた銘柄の一部が、連邦破産法第11章（以下、チャプター11）の適用を申請し、
デフォルトしました。デフォルトした銘柄は、クイックシルバー（米国のアパレル小売：チャプター11適用申請日は
2015年9月9日）、ギブソン・ブランズ（米国の楽器メーカー：同2018年5月1日）の2銘柄です。当該銘柄に
ついては、債券価格が買付価格を下回る水準で売却し、損失（債券の買付価格と売却価格の差）を確定した
ことが、基準価額の下落要因となりました。

・また、デフォルト・リスクが高まったと判断した一部の銘柄を途中売却し、損失を確定したことも基準価額の下落
要因となりました。特に、原油・ガス探査採掘や石油関連サービス等のエネルギー関連銘柄に関して、2014年
半ばから2016年2月にかけての原油価格下落を受け、債券価格が大きく下落しました（グラフ①ご参照）。
こうした環境下、2015年11月以降、更なる収益悪化の可能性等を考慮し、エネルギー関連銘柄の一部を
売却しました。

③ 為替損益要因
 （為替ヘッジあり）のヘッジコスト要因

対円で為替ヘッジを行う際に生じたヘッジコストが、基準価額の下落要因となりました。
為替ヘッジにおいては、日米短期金利差に基づくヘッジコストがかかる場合があるほか、為替市場の状況に
よっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
なお、米国における政策金利の引き上げおよび日本におけるマイナス金利政策の導入等を背景とする日米
金利差の拡大等を受けて、ヘッジコストはファンド設定以降、概ね増加傾向で推移しています（グラフ②ご参照）。

 （為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）の為替変動要因
ファンド設定時以来、円高米ドル安が進行したことが、基準価額の下落要因となりました（グラフ③ご参照）。

④ 信託報酬等要因
その他、信託報酬等の費用が、基準価額の下落要因となりました。
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今後の市場見通しと運用方針

【今後の市場見通し】

ハイ・イールド債券市場については、米国をはじめ世界経済が安定して推移すると見込まれることなどが、同市場の

下支え要因になると考えられます。また、多くの発行企業が比較的健全な財務内容を維持していることや、先進国

国債の利回りが低下基調で推移する中、相対的に高い利回りを求める投資家からの資金フローが期待されること

などは、同市場にとって好材料になるとみています。このような市場環境を踏まえると、引き続き同市場は魅力的で

あると考えています。

【運用方針】

2020年3月18日のファンド償還に向けて、今後も保有銘柄の格付け動向に配慮しながら、償還まで保有することを

基本戦略として運用を行います。

ただし、保有している債券のデフォルト・リスクが高まったと判断した場合や、ＢＢＢ－格＊相当以上に格上げされた

場合には、償還を待たずに途中売却することがあります。

また、債券の償還金や利子収入等については、原則としてファンド信託期間終了前に満期を迎えるハイ・イールド

債券に再投資しますが、市況動向等の要因でハイ・イールド債券への再投資が難しい場合は、投資適格社債や

米国債等にも投資を行います。そのため、再投資に伴い利回りが低下していくことが見込まれます。なお、再投資で

きない場合はキャッシュとして保有するため、利回りが更に低下することもあります。
＊保有している債券に係る格付において、Ｓ＆Ｐ社、Ｍｏｏｄｙ‘ｓ社およびＦｉｔｃｈ社により格付が付与されている銘柄については、 も高い格付をＳ＆Ｐ社の表示

方法で表記しています。なお、当該格付がない場合には、ＭＳＩＭが相当とみなした格付に含めて表示しています。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。■コメントおよび運用方針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。
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足下の市場動向

【グラフ①】 原油価格とハイ・イールド債券（エネルギー）
の推移（米ドルベース）

【グラフ②】 米ドル円の短期金利差と為替ヘッジコスト
の推移

（期間：2015年3月末～ 2019年11月末）
（％）

（期間：2015年3月31日～ 2019年11月30日）

（出所）ＩＣＥ Ｄａｔａ Ｉｎｄｉｃｅｓ, ＬＬＣ、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・ 原油価格は、ＷＴＩ（Ｗｅｓｔ Ｔｅｘａｓ Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ）原油先物価格を使用しています。ＷＴＩ原油は、原油価格の国際的指標になっています。
・ 短期金利差は、米国および日本の1ヵ月ＬＩＢＯＲを用いて算出しています。
・ 為替ヘッジコストは、米ドル円の直物レートと先物（1ヵ月）レートから三菱ＵＦＪ国際投信が算出したものであり、先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）

２０１５－０３にかかる実際の為替ヘッジコストとは異なります。

【グラフ③】 米ドル（対円）の推移

（期間：2015年3月末～ 2019年11月末）

【本資料で使用している指数について】

■ハイ・イールド債券（エネルギー）：ＩＣＥ ＢｏｆＡＭＬ 米国キャッシュペイ・ハイイールド・エネルギー指数
ＩＣＥ ＢｏｆＡＭＬ 米国キャッシュペイ・ハイイールド・エネルギー指数とは、ＩＣＥ Ｄａｔａ Ｉｎｄｉｃｅｓ，ＬＬＣが算出する米国のハイイールド債券のうちエネルギー
セクターに分類された銘柄の値動きを表す指数です。同指数は、ＩＣＥ Ｄａｔａ Ｉｎｄｉｃｅｓ，ＬＬＣ、ＩＣＥ Ｄａｔａまたはその第三者の財産であり、三菱ＵＦＪ国際
投信は許諾に基づき使用しています。ＩＣＥ Ｄａｔａおよびその第三者は、使用に関して一切の責任を負いません。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、為替・
税金・手数料等を考慮しておりません。■上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。

（円）

先進国高利回り社債ファンド
（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１５－０３
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単位型投信／海外／債券

先進国高利回り社債ファンド

（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０３

ファンドの目的・特色

本資料では、以下を総称して「当ファンド」ということがあります。また、各々を「各ファンド」ということがあります。
・先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）2015-03（以下、「為替ヘッジあり」ということがあります。）
・先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）2015-03（以下、「為替ヘッジなし」ということがあります。）
・先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）2015-03（以下、「為替ヘッジなし・早期償還条項付」ということがあります。）

■ファンドの目的
投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の米ドル建のハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲ
インの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

■ファンドの特色
当ファンドは、信託期間が約5年の単位型投資信託で、「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」および「為替ヘッジなし・早期償還条
項付」の3ファンドから構成されています。
◆ 信託期間は、2015年3月31日から2020年3月18日までです。

ただし、「為替ヘッジなし・早期償還条項付」は、2020年3月18日より前に早期償還される場合があります。
■ 早期償還について
◆ 「為替ヘッジなし・早期償還条項付」は、基準価額（１万口当たり。以下同じ。）が11,500円以上となった場合には、安定運用に切り替えた後、速やかに償還しま

す。
● 基準価額が11,500円以上となった場合には、わが国の公社債等による安定運用に移行するために、マネー・プール マザーファンドの組入比率を順次引き上

げます。安定運用に切り替えた後、速やかに償還します。

● 11,500円は安定運用への移行を開始する基準価額の水準であり、基準価額が11,500円以上となってからも、債券の売却コスト（評価価格と売却価格の差）、
ハイ・イールド債券市場全体の変動、個別銘柄固有の要因による変動、信託報酬等により、基準価額や償還価額が11,500円を下回る場合があります。

■ファンドのしくみ
◆ 当ファンドは、複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象へ投資を行うファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

【特色１】 日本を除く先進国＊1（以下、「先進国」ということがあります。）の米ドル建のハイ・イールド債券＊2を主要投資対象とし、信
用リスクに配慮しつつ相対的に利回りが高いと判断される債券に投資します。
＊1 先進国とは、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国とします。ＯＥＣＤは、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関です。
＊2 当ファンドにおいて「ハイ・イールド債券」とは、格付機関による格付がBB+格相当以下＊3の社債をいいます。また、社債には、政府が出資する法

人等が発行する債券を含みます。
＊3 S&P社、Moody’s社およびFitch社の格付のうち も高い格付が適用されます。また、これら3格付機関のいずれも格付を付与していない場合には、

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク（以下、「MSIM」ということがあります。）が、同等の信用格付状況にあるかを判断します。

以下同じ。
◆ 「為替ヘッジあり」および「為替ヘッジなし」は、ハイ・イールド・ボンド・ファンド（M）（以下、「HYBF（M）」ということがあります。）への投資

を通じて、先進国の米ドル建のハイ・イールド債券等に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。
◆ 「為替ヘッジなし・早期償還条項付」は、ハイ・イールド・ボンド・ファンド（N）（以下、「HYBF（N）」ということがあります。）への投資を通じて、

先進国の米ドル建のハイ・イールド債券等に投資を行います。また、マネー・プール マザーファンドへの投資も行います。
※「HYBF（M）」および「HYBF（N）」は、米ドル建のケイマン籍投資信託証券で、MSIMが運用を行います。

※「HYBF（M）」および「HYBF（N）」は、別ファンドのため、それぞれの組入銘柄や投資比率が必ずしも一致するとは限りません。
※ 先進国の債券に該当するか否かについては、取得時においてMSIMが判断します。

◆ 主としてB－格相当以上＊3の先進国の米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行います。原則として、CCC＋格相当以下＊3の債券には
投資を行いません（保有している債券が格下げされた場合を除きます。）。

【特色２】 当ファンドは、信託期間が約5年の単位型投資信託です。
投資する債券は、当ファンドの信託期間終了前に満期を迎える短期の債券＊4に限ります。
＊4 当ファンドにおいて「短期の債券」とは、当ファンドの信託期間（約5年）終了前に満期を迎える債券をいい、満期までの期間が1年未満の債券に限

りません。
◆ 信託期間終了前に満期を迎える短期の債券に投資を行い、当該債券の償還まで保有することを基本戦略とし＊5、当ファンドの信託期

間終了時の金利変動リスクの低減をはかります。
＊5 保有している債券のデフォルト・リスクが高まったとMSIMが判断した場合や、保有している債券がBBB－格相当以上＊3に格上げされた場合には、

当該債券の償還を待たずに途中売却することがあります。
◆ 債券の償還金や利息収入および途中売却した際の売却代金については、原則として先進国の米ドル建のハイ・イールド債券に再投資

しますが、資金動向や市況動向、残存信託期間等を勘案し、当ファンドの信託期間終了前に満期を迎える先進国の米ドル建の投資適
格社債＊6等で運用することがあります。

＊6 当ファンドにおいて「投資適格社債」とは、格付機関による格付がBBB－格相当以上＊3の社債をいいます。
◆ 「為替ヘッジなし・早期償還条項付」は、基準価額が11,500円以上となった場合には、わが国の公社債等による安定運用に順次切り替

えた後、速やかに償還します。

【特色３】 「為替ヘッジあり」は、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
「為替ヘッジなし」および「為替ヘッジなし・早期償還条項付」は、原則として為替ヘッジを行いません。

◆ 「為替ヘッジあり」は、外貨建資産（ＨＹＢＦ（M））について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。為
替ヘッジは、委託会社が行います。

◆ 「為替ヘッジなし」は、外貨建資産（ＨＹＢＦ（M））について、原則として為替ヘッジを行いません。
◆ 「為替ヘッジなし・早期償還条項付」は、外貨建資産（ＨＹＢＦ（N））について、原則として為替ヘッジを行いません。

ただし、安定運用への移行にあたり一時的に対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる場合があります。

為替ヘッジは、委託会社が行います。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色１～特色３のような運用ができない場合があります。

6/8



単位型投信／海外／債券

先進国高利回り社債ファンド

（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１５－０３

投資リスク

■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本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、投資元本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。

●金利変動リスク（債券価格変動リスク）
実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額
の変動要因となります。当ファンドは、米ドル建債券に投資を行うため、米国金利の変動の影響を受けます。また、組入債券の残
存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変
動に対する債券価格の感応度が高くなり、当ファンドの基準価額の変動は大きくなります。また、ハイ・イールド債券は、景気など
の投資環境の変化、発行企業の業績等の影響を受けることにより、債券価格は大きく変動し、基準価額の変動要因となります。

●為替変動リスク
＜為替ヘッジあり＞
主に米ドル建の外国投資信託証券に投資しますので、為替変動リスクが生じます。米ドル建資産（外国投資信託証券）について
は、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングお
よび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドルとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為
替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
＜為替ヘッジなし＞＜為替ヘッジなし・早期償還条項付＞
主に米ドル建の外国投資信託証券に投資しますので、米ドルが円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く
（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。

●信用リスク（デフォルト・リスク）
実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付（信用度）の変更や変更の可能性等により債券価格
が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行企業の倒産、財務
状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
一般的に、ハイ・イールド債券のような低格付の債券は、高格付の債券と比較して、デフォルト（債務不履行および支払遅延）が生
じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があり
ます。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。

●流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリス
クのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
一般的に、ハイ・イールド債券のような低格付の債券は、高格付の債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境に
よっては機動的な売買が行えないことがあります。

●再投資リスク
債券の償還金および利息収入ならびに途中売却した際の売却代金については、原則として債券に再投資を行います。再投資す
る債券は、当初投資した債券に比べ、満期までの期間が短くかつ低い利回りのものである可能性があり、その結果、ファンドの償
還日が近づくにつれファンドのリターンが低下する場合があります。

上記のリスクは主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
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委託会社およびファンドの関係法人

■販売会社 販売会社の照会先は以下の通りです。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
ＴＥＬ 0120-151034（フリーダイヤル）
受付時間／営業日の9:00～17:00
ホームページ https://www.am.mufg.jp/

■委託会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
■受託会社 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
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本資料のご利用にあたっての注意事項等

本資料は、ファンドの運用状況に関する受益者への情報提供を目的として三菱ＵＦ
Ｊ国際投信が作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありま
せん。なお、以下の点にもご留意ください。

○ 投資信託は預金等や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。 ○銀行等の登録金融機関でご購入頂いた投資信
託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 ○本資料中の運用実績等
に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あ
るいは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、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。 ○本資料の
内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市
況の変動等により、方針通りの運用が行われない場合もあります。 ○本資料は信
頼できると判断した情報等をもとに作成しておりますが、その正確性、完全性等を
保証するものではありません。

手続・手数料等

■お申込みメモ
●換金単位
●換金価額
●換金代金
●換金の申込不可日

●換金制限
●信託期間
●繰上償還

●決算日
●収益分配

●課税関係

販売会社が定める単位
換金受付日の翌営業日の基準価額
原則として、換金受付日から起算して6営業日目から、販売会社にてお支払いします。
ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ルクセンブルグの銀行のいずれかが休業日の場合には、換金はできま
せん。
※具体的な日付については、委託会社のホームページ（「ファンド関連情報」内の「お申込み不可日一覧」）をご覧ください。
各ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金はできません。
2020年3月18日まで（2015年3月31日設定）
・ 「為替ヘッジなし・早期償還条項付」については、基準価額が11,500円以上となった場合、安定運用に切り替えた後、繰

上償還されます。
・ 各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなった場合には、各ファンドは繰上償還されま

す。
・ 各ファンドについて、受益権の総口数が当初設定時の10分の1または10億口を下回ることとなった場合等には、信託期

間中であっても償還されることがあります。
毎年3月18日（休業日の場合は翌営業日）
毎年（年1回）、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場
合もあります。
課税上の取扱いは株式投資信託となります。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。
くわしくは、販売会社にお問い合わせください。
※配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

■ファンドの費用

購入時手数料

信託財産留保額

各ファンド

投資対象とする
外国投資信託証券

実質的な負担

その他の費用・

手数料

投資者が直接的に負担する費用

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

日々の純資産総額に対して年率1.0560％（税込）（年率0.9600％（税抜））

※日々計上され、毎計算期間の 初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。

各投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.45％程度

※投資対象とする投資信託証券における信託（管理）報酬率を含めた実質的な信託報酬率について、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買

委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、外国投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産

の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等は確定していないことなどから、実質的な信託報酬率には含めておりません。

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、各ファンドが負

担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

2015年3月31日以降の購入のお申込みはできません。

ありません。

各ファンドの純資産総額に対して年率1.5060％程度（税込）（概算）（年率1.4100％程度（税抜）（概算））

※各ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報酬率

です。

監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても各ファンドが負担します。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※監査費用は、日々計上され、毎計算期間の 初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。
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販売会社
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