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ファンド情報提供資料
データ基準日：2016年7月25日

追加型投信／海外／債券

平素は「国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）」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7月25日に第64期決算を迎え、当期の分配金を前期の90円（１万口当たり、課税前）

から60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7月25日）

基準価額と分配金の推移（期間：2011年4月8日（設定日）～2016年7月25日）

60円分配金（1万口当たり、課税前）

6,971円基準価額（1万口当たり、分配落ち後）

分配金実績（1万口当たり、課税前）

・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。
・分配金実績は初回分配月（2011年5月）から掲載しております。

60円

分配金累計：4,035円

■ 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。

・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。
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2/9※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご確認ください。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）

年初来のメキシコ債券市場の振り返り

■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。■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。

分配金引き下げについて

基準価額水準、市況動向、残存信託期間等に加え、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60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。

メキシコ5年国債利回りの推移

当ファンドの課税前分配金再投資換算基準価額は、設定から2012年末頃まで一時的に下落する局面もあった
ものの、新興国債券市況が総じて堅調に推移したことなどにより上昇基調で推移しましたが、2015年初以降は、
メキシコの政治的混乱や経済成長率の低迷、大手信用格付会社によるメキシコ国債の格下げなどでメキシコ・ペ
ソが円に対して弱含む展開となったことから、下落基調に転じました。

こうした中、当ファンドの基準価額は2016年6月末時点で6,822円となっており、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、残存信託期間等に加え、分配原資の状

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、分配金の見直しを行うことといたしました。

（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

設定来 年初来

（期間：2016年1月1日～2016年7月22日）（期間：2011年4月8日～2016年7月22日） （％）（％）

年初来のメキシコ債券市場は、国債の利回りでみると短期債は上昇した一方で長期債は低下しました。2016年

の金融市場は資源価格の下落や中国株の急落、欧州金融機関の信用不安など波乱含みのスタートとなり、投資

家は安全資産とされる国債を買う動きを強め、メキシコ国債の利回りも1月から低下しました。2月中旬に、メキシ

コ･ペソを安定させインフレを抑制すべく、中央銀行が緊急会合を開いて利上げを決定したことで、国債は短中期

債を中心に利回りは上昇しました。3月以降は資源価格が堅調となったほか、政府が歳出削減を発表したことで、

財政悪化懸念が和らいだことなどから、国債利回りは安定して推移しました。5月にかけて米国の利上げ観測が高

まったことなどから、一時国債の利回りは上昇したものの、6月に入ると米国の利上げ観測が後退したことや、英国

民投票でEU（欧州連合）離脱派が勝利しリスク回避姿勢が強まったことなどから、長期債の利回りは低下しました。

一方で6月末には通貨安とそれに伴う物価への影響などを背景として中央銀行が利上げを決定したことなどから

短期債の利回りは上昇しました。
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3/9※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご確認ください。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）

年初来のメキシコ・ペソ（対円）の振り返り

■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。■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。

（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

（期間：2016年1月1日～2016年7月22日）

メキシコ・ペソ（対円）の為替レート推移

今後の見通し・運用方針

設定来 年初来

（期間：2011年4月8日～2016年7月22日）

年初来のメキシコ・ペソは、資源価格の回復や中央銀行がメキシコ・ペソの安定とインフレ抑制を図り利上げを2回

（2月、6月）行ったことなどから上昇する局面もありましたが、年初来でみると対円で下落しました。年初以降は、

資源価格の下落や中国株の急落、欧州金融機関の信用不安などを受けたリスク回避の流れで円を買う動きが

強まったことなどから、メキシコ・ペソは対円で下落しました。2月中旬には当局が通貨の安定やインフレを抑制す

るための緊急利上げ、為替介入、歳出削減を発表したほか、資源価格が底打ちしたことなどから市場で安心感が

広がり、メキシコ・ペソは対円で一時下げ幅を縮めたものの、4月末に日銀が追加金融緩和を見送ったことなどか

ら円高が進行しメキシコ・ペソは対円で下落しました。6月には、米国の利上げ期待が後退したものの、英国民投

票でEU離脱派が勝利したため、リスク回避の流れからメキシコ・ペソは対円で下落しました。その後、6月末に利上

げが行われるとメキシコ・ペソは落ち着きを取り戻し、安定して推移しました。

【メキシコ債券市場の今後の見通し・運用方針】

中央銀行が通貨安に伴うインフレ上昇リスクの抑制を目的に利上げを実施したものの、同時に追加の歳出削減を

発表するなど政府が財政健全化を志向していることや、国内経済自体には過熱感はみられず足元の物価は安

定していることなどから、メキシコ国債は中長期債を中心に利回りは安定して推移するとみています。一方、米国

の利上げ期待が高まる局面では、メキシコ国債は短期債を中心に利回りが上昇する可能性があるとみています。

• 引き続き、メキシコ・ペソ建のソブリン債券（国債、政府保証債等をいいます。）、準ソブリン債券（政府の出資
比率が50％を超えている企業の発行する債券をいいます。）を主要投資対象として、残存期間の異なる債券

に分散して投資を行うことで、特定年限の債券の金利水準や価格変動の影響を軽減させることを目指して運

用を行います。

• 各残存期間ごとの投資金額が同額程度となるような運用を目指します。なお、債券の発行状況等により同額
程度とならない場合があります。

【メキシコ・ペソの今後の見通し】

政府による追加歳出削減の発表や中央銀行による利上げの実施など、当局がメキシコ・ペソの安定化に繋がる

対応を進めており、世界的に金融緩和が続くなかで相対的に高金利通貨であるメキシコ・ペソは日本円に対して

底堅く推移するとみています。
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4/9※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご確認ください。

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。

•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。
（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もあります。）

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。

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。

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、残存信託期間等を総合的に勘
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。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）
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5/9※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご確認ください。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）

【目的】
安定した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。

【特色】
１ メキシコ・ペソ建のソブリン債券*1および準ソブリン債券*2を主要投資対象とします。

◆債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
*1【ソブリン債券】 各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建・外国通貨建があります。

また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含まれます。
*2【準ソブリン債券】 政府の出資比率が50％を超えている企業の発行する債券とします。

２ 残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。
◆投資する債券の最長年限は10年程度とします。

ただし、債券の発行状況や流動性等により、年限は10年程度を最長として今後変更される可能性があります。
◆各残存期間ごとの投資金額が同額程度となるような運用を目指しますが、債券の発行状況等により同額程度とならない場合が

あります。
◆残存期間の異なる債券に分散して投資を行うことで、特定年限の債券の金利水準や価格変動の影響を軽減させることを目指し

ます。
◆原則として、為替ヘッジは行いません。

重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判断により主要投資対象への投資を大幅に
縮小する場合があります。

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金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、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、
特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

３ 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎月25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、残存信託期間等を勘案して、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こともあります。）

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。

ファンドの目的・特色
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6/9※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご確認ください。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）

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。

■ファンドのしくみ：ファミリーファンド方式により運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部
または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。
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7/9※巻末の「本資料に関してご留意頂きたい事項」を必ずご確認ください。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）

■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。

●為替変動リスク
当ファンドは、主にメキシコ・ペソ建の有価証券に投資します。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨
が円に対して強く（円安に）なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば当ファンドの基準価額の下落要因とな
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、残存期間の長い債券は金利変動に対する債券価格の
感応度が高く、価格変動が大きくなる傾向があります。

●信用リスク（デフォルト・リスク）
債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け（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、当ファンド
の基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、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、あるいは当ファンドの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、この場合には当ファンドの基準価額の下落要因となります。
一般的に、新興国の債券は、高格付け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。

●カントリー・リスク
債券の発行国の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可
能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。

・先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性
があります。

・政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
・海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。

この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。

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。

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。

投資リスク
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国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）

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6営業日目から販売会社においてお支払いします。

メキシコの銀行、メキシコ証券取引所、ニューヨークの銀行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5億円を超える換金はできません。

2021年3月25日まで（2011年4月8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25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、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者
少額投資非課税制度）」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。

■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
株式会社りそな銀行
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

■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 http://www.am.mufg.jp/

委託会社およびファンドの関係法人

■ファンドの費用

信託財産留保額 ありません。

運用管理費用

（信託報酬）
 

 

※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。

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

その他の費用・
手数料

購入時手数料
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。）

日々の純資産総額に対して、年率0.648％（税抜 年率0.600％）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。

※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。
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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。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型）

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。

登録番号
日本証券業

協会

一般社団法人

日本

投資顧問業

協会

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

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 ○ ○ ○

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

松阪証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第19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 関東財務局長（金商）第2336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 ○ ○ ○ ○

※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。

金融商品取引業者名


