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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
決算・分配金のお知らせ

ファンド情報提供資料
データ基準日：2016年4月11日

平素より、「国際機関債オープン（為替ヘッジあり）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2016年4月11日に第65期の決算を迎え、当期の分配金を前期の30円（１万口当たり、課税
前） から20円（１万口当たり、課税前）に引き下げましたことをご報告申し上げます。
今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

分配金と基準価額（2016年4月11日）

分配金（1万口当たり、課税前）

20円

基準価額（1万口当たり、分配落ち後）

9,422円

基準価額と分配金の推移（期間：2010年11月15日（設定日）〜2016年4月11日）
（円）

（億円）
70

12,000
純資産総額（億円）【右目盛】

60

11,500

基準価額【左目盛】

11,000

課税前分配金再投資換算基準価額
【左目盛】

50
40

10,500
30
10,000

20

9,500

10

9,000
2010年11月15日

0
2012年11月15日

2014年11月15日

・基準価額および課税前分配金再投資換算基準価額は、信託報酬控除後の値です。
・課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと
仮定して算出したものであり、三菱ＵＦＪ国際投信が公表している基準価額とは異なります。

（円）

分配金実績（1万口当たり、課税前）（第14期〜第65期）
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・ 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。
・ 分配金実績は分配開始月（2012年1月）から掲載しております。分配金をお支払いしなかった第1期〜第13期は表示しておりません。
■ 上記は過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。

※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」の内容を必ずご確認ください。
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
分配金引き下げについて
基準価額の水準や市況動向等に加え、経費控除後の配当等収益と売買益等の分配対象額も減少傾
向にあること等を総合的に勘案した結果、分配金を20円（１万口当たり、課税前）に引き下げることとい
たしました。
当ファンドの課税前分配金再投資換算基準価額は、設定来、下落する場面もあったものの、概ね緩やかな上昇
基調で推移しています。
しかし、当ファンドの基準価額は2016年3月末時点で9,419円と10,000円を割り込む水準に下落しています。国
際機関債の利回りが低下しインカム収入が減少するなかで、毎月の分配金のお支払いを続けてきたことなどによ
り基準価額は下落傾向であり、分配対象額も減少傾向となっています。
上記のような状況を鑑み、当ファンドでは基準価額の水準、市況動向等に加え、経費控除後の配当等収益と売
買益等の分配対象額の状況等を総合的に勘案し、分配金の水準を下げることにより信託財産の成長を図ることと
いたしました。

2015年初来の国際機関債市場の振り返り
2015年初からの国際機関債市場は、3月まで堅調（金利は低下）に推移し、その後一旦は下落（金利は上昇）し
たものの、2016年に入ると上昇（金利は低下）基調で推移しました。
2015年1月にインフレ見通しの悪化などを背景に欧州中央銀行（ECB）は国債等の資産買い入れを拡大すること
を決定しました。資産買い入れの対象には欧州投資銀行など高格付けの欧州の国際機関債が含まれたことなど
から、同年3月にかけて国際機関債が買われ金利は低下しました。その後、ユーロ圏で景気回復の兆しが見られ
たことなどから金利は一旦上昇したものの、同年7月以降は中国など新興国の景気減速懸念などから金利は低
下基調になりました。同年12月には米連邦準備理事会（FRB）が利上げを決定したことや、ECBが発表した追加の
金融緩和策が市場の期待を下回ったことなどから、年末にかけて金利は小幅に上昇しました。
しかし2016年1月以降は、中国景気減速懸念などから米国の追加利上げ観測が後退したことや、日銀がマイナ
ス金利導入を決定したこと、3月にECBが追加の金融緩和策を発表し、国際機関債の発行銘柄毎の買い入れ上
限を引き上げたことなどから、国際機関債が買われ金利は低下しました。
国際機関債指数（円ヘッジ、円ベース）の推移

国際機関債指数の利回りの推移
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（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成
※国際機関債指数（円ヘッジ、円ベース）には、バークレイズ・国際機関債インデックス（円ヘッジ、円ベース）を使用していますが、当ファンドのベンチマークで
はありません。
■上記は過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。■上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用した指数について】をご覧ください。
■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「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」の内容を必ずご確認ください。
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
2015年初来の主要国の短期金利の振り返り
2015年初来の主要国の短期金利は、各国の金融政策の違いを反映した動きとなりました。
米国では、雇用の着実な改善などを背景に2015年12月にFRBが約9年半ぶりとなる利上げを決定したことや、今
後も引き続き金利正常化を進めていく姿勢を示したことなどから、米国の短期金利は上昇しました。一方、ユーロ
圏では、2015年1月にECBが国債等の資産買い入れの拡大を決定し、その後もインフレ率の低迷などから2015
年12月、2016年3月にマイナス金利の拡大を含む追加の金融緩和策を発表したことなどから、ユーロ圏の短期
金利は低下しました。豪州では、コモディティ（商品）価格下落の影響と、それに伴う国内経済の減速懸念を背景
に、オーストラリア準備銀行が2015年5月に政策金利引き下げを実施したことから、豪州の短期金利は低下しま
した。日本では、2016年1月末に日本銀行が市場の予想に反しマイナス金利の導入を発表したことから、短期金
利は低下しました。
通貨別債券組入比率
（2016年3月31日時点）
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主要国通貨と円の短期金利差の推移
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※豪ドル建債券は3月中に全て売却しております。
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（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成
※上記は過去の市場の推移を表すものであり、将来の投資成果をお約束するものではありません。
なお、使用している短期金利は以下の通りです。
日本円：1ヵ月日本円LIBOR、米ドル：1ヵ月米ドルLIBOR、ユーロ：1ヵ月ユーロLIBOR、英ポンド：1ヵ月英ポンドLIBOR、豪ドル：1ヵ月物銀行手形金利

今後の見通し・運用方針
【国際機関債市場の今後の見通し・運用方針】
日本やユーロ圏など一部の国ではインフレ圧力が抑制されており追加の金融緩和の可能性があることや、中国な
ど新興国の景気が軟調に推移するなかで資源価格が低迷していること、ECBが国際機関債の買い入れを当面継
続することなどから、国際機関債の金利は安定的に推移するとみています。
当ファンドにおいては、引き続き、主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、流動性・投資環境等を
考慮し、一部、主要先進国の自国通貨建の国債に投資するなどして、安定したインカムゲインの確保と信託財産
の着実な成長を目指して運用を行う方針です。
【主要国の短期金利の今後の見通し】
主要国の短期金利は、引き続き主要国間の景気や金融政策の格差を背景に乖離が拡大するとみています。
米国では、国内経済は家計部門を中心に引き続き底堅いことなどから、FRBは今後も緩やかなペースながらも利
上げを実施するとみており、米国の短期金利は上昇するとみています。ユーロ圏では、域内のインフレ期待は依
然低迷を続けていることなどから、ECBは追加の金融緩和を実施する可能性があり、ユーロ圏の短期金利は低下
するとみています。日本では、春闘における賃上げ交渉の苦戦や物価の下振れ懸念の高まりなどを背景に、日銀
が追加金融緩和を実施する可能性があるとみており、日本の短期金利は低下する見込みです。
■上記は過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、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。
※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」の内容を必ずご確認ください。
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
Ｑ.1 分配金を引き下げた分は、どうなるのですか。また、基準価額への影響はありますか。
Ａ． 分配に充てなかった資金は、ファンドの純資産内に残ります。したがって、分配金支払い後の基
準価額は、前回の分配水準と同じ金額を分配した場合に比べて、下落が小さくなります。
投資信託の分配金は預貯金の利息と異なり、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、その分純資産が減り、基準価額の下落要因となります。

Ｑ.2 今後、分配金を変更することはありますか。
Ａ． あります。分配金につきましては、基準価額水準や市況動向等を総合的に勘案して決定してい
ます。また、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。
分配金につきましては、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決定いたします。
• 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。
• 委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
様々な要因により分配対象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。

【本資料で使用した指数について】
【国際機関債指数（円ヘッジ、円ベース）：バークレイズ・国際機関債インデックス】バークレイズ・国際機関債インデックス（円ヘッジ、
円ベース）は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社（バークレイズ）が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、世
界の投資適格国際機関債市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利
はバークレイズに帰属します。

※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」の内容を必ずご確認ください。
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
ファンドの目的・特色
【目的】
安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
【特色】
１ 主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とします。
主要先進国は、原則としてＯＥＣＤ加盟国とします。ＯＥＣＤ（Ｏrganisation for Ｅconomic Ｃo-operation and Ｄevelopment：
経済協力開発機構）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。
国際機関債とは
国際機関が発行する債券です。
国際機関は、国の枠組みに関わらず、共通の目的達成のために複数の国家が協調して設立した国際的な組織です。
世界各地域の開発・経済発展のため、さまざまな通貨建の債券が発行されています。
【国際機関債の特徴】
信用力
複数の先進国が中心となり、出資・運営・監督を行っているため、一般的に信用力は高い水準にあります。
利回り
一般的に、先進国の国債に比べると発行量が少なく、流動性が劣る等により、利回りが高くなる傾向があります。
◆流動性、投資環境等を考慮し、一部、主要先進国の自国通貨建の国債に投資する場合があります。
◆投資する債券は、原則として、取得時にＡ格相当以上の格付けを有する債券に限ります。
◆国際機関債の組入比率は、原則として高位を保ちます。

２ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
●為替ヘッジを行うにあたり、為替ヘッジコストが発生する場合があります。
円金利が為替ヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、当該金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。

３ 各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定します。
●「参照金利」について
外貨建の国際機関債、国債
円建の国際機関債、国債

委託会社が算出する為替ヘッジコスト控除後の金利水準を「参照金利」とします。
その金利水準を「参照金利」とします。

市況動向や資金動向等によっては、特色1〜特色3のような運用ができない場合があります。

４ 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
収益分配方針
・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。
・委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）
将来の収益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なく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」の内容を必ずご確認ください。
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
ファンドの目的・特色

（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）をご覧ください。
※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」の内容を必ずご確認ください。
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
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
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、当ファンドの基準価額
の変動要因となります。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、金利水準の低下を見込んで
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。

●信用リスク
投資している有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被
ることがあります。

●為替変動リスク
当ファンドは、主に主要先進国通貨建の国際機関債に投資します（ただし、これらに限定されるものではありません。）。
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、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、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
金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨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。

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。
くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

委託会社およびファンドの関係法人
■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

■販売会社 販売会社の照会先は以下の通りです。

■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）

※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」の内容を必ずご確認ください。
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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 http://www.am.mufg.jp/

Fund Report

／ファンドレポート

国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
手続・手数料等

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■お申込みメモ
【購入時】
●購入単位
●購入価額
【換金時】
●換金単位
●換金価額
●換金代金
【申込について】
●申込不可日
●換金制限
【その他】
●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
販売会社にご確認ください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※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。
販売会社が定める単位
販売会社にご確認ください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
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。
ニューヨークの銀行､ニューヨーク証券取引所､ロンドンの銀行､ロンドン証券取引所のいずれかが休業日の場合
には､購入・換金はできません｡
当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10億円を超える換金はできません。
2022年3月10日まで（2010年11月15日設定）
以下の場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。
・当ファンドの受益権の総口数が、10億口を下回ることとなった場合
・当ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
毎月10日（休業日の場合は翌営業日）
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。
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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。
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
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

信託財産留保額

購入価額に対して、上限2.16％（税抜 2.00％）（販売会社が定めます）
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）
ありません。

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）

その他の費用・
手数料

日々の純資産総額に対して、年率0.7884％（税抜 年率0.7300％）をかけた額

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当ファンドが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432％（税抜 年率0.00400％）以内をかけた額とします。
※監査費用以外のその他の費用・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。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。
※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、
当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。

※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」の内容を必ずご確認ください。
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国際機関債オープン（為替ヘッジあり）
販売会社

お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。
（作成基準日：2016年3月31日）
金融商品取引業者名

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
一般社団法人
一般社団法人
日本
第二種
金融先物
投資顧問業
金融商品
取引業協会
協会
取引業協会

株式会社ＳＢＩ証券

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号

○

○

○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号

○

○

○

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

登録金融機関

○

○

○

関東財務局長（登金）第5号

※今後、上記の販売会社については変更となる場合があります。

本資料に関してご留意頂きたい事項
本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）
を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。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。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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