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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
米ドルコース（毎月決算型）、ユーロコース（毎月決算型）、豪ドルコース（毎月決算型）、
ブラジル・レアルコース（毎月決算型）、ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）
ファンド情報提供資料

決算・分配金のお知らせ

データ基準日：2020年2月14日

「国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）」は、11の為替戦略と2つの決算頻度の組み合わせによる22の通貨コース、決算頻度の異なる2つのマネー・
プール・ファンドの計24本のファンドから構成されています。22の通貨コースの内、本資料の対象である＜米ドルコース＞（毎月決算型）、＜ユーロコース＞（毎月決
算型）、＜豪ドルコース＞（毎月決算型）、＜ブラジル・レアルコース＞（毎月決算型）、＜ロシア・ルーブルコース＞（毎月決算型）の5つを総称して「各通貨コース」
ということがあります。

平素より「国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2020年2月14日に決算を迎え、「毎月決算型」のうち米ドルコース、ユーロコース、豪ドルコース、
ブラジル・レアルコース、ロシア・ルーブルコースの各通貨コースについて、当期の分配金を以下の通り引き下げること
にいたしました。
各通貨コースは、わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等を主要投資対象とし、株
式の値上がり益および為替差益の獲得をめざして運用を行っております。分配金に関しては、組入株式の配当収入
等に基づき、為替取引によるプレミアム／コスト等を勘案して安定的な分配をめざしています。米国をはじめ多くの
国々で金融緩和傾向が続く中、各通貨コースの対象通貨の金利が低下傾向にあることは、1万口当たりのインカム
収入等の減少要因になっています。上記の状況等を総合的に勘案し、安定的な分配を継続するために、この度分
配金を引き下げることにいたしました。分配金を引き下げることにより分配に充てなかった分は引き続き運用され、み
なさまの中長期的な利益につながるものと考えています。
今後とも引き続き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（2020年2月14日）
各通貨コース
（毎月決算型）

決算期

分配金（1万口当たり、税引前）
今期

前期比

設定来分配金
累計

基準価額
（1万口当たり、 分配落ち後）

米ドルコース

第74期

40円

-20円

3,860円

11,406円

ユーロコース

第74期

10円

-10円

1,940円

9,279円

豪ドルコース

第74期

20円

-20円

2,660円

8,863円

ブラジル・レアルコース

第74期

40円

-20円

5,360円

6,155円

ロシア・ルーブルコース

第74期

30円

-20円

5,090円

4,243円

・ 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。

■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。
※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
＜米ドルコース＞（毎月決算型）、＜ユーロコース＞（毎月決算型）、＜豪ドルコース＞（毎月決算型）、
＜ブラジル・レアルコース＞（毎月決算型）、＜ロシア・ルーブルコース＞（毎月決算型）

2019年初以降の国内株式市場環境および分配金を引き下げた各通貨コースの運用状況について
【国内株式市場環境】
2019年初から2020年1月末にかけての国内株式市場は上昇しました。
2019年1月から4月にかけては、米中通商協議進展や米連邦準備制度理事会（FRB）の柔軟な政策姿勢への期待
などから上昇しました。5月から8月にかけては、トランプ米大統領が中国に対する関税引き上げを表明したことなど
から米中貿易摩擦への懸念が高まったことや、米国の景気後退リスクが意識されたことなどを背景に下落しました。
9月から12月は、米中通商協議における第1段階の合意が発表されたことや、英国の合意なき欧州連合（ＥＵ）離脱
に対する懸念が後退したことなどから上昇しました。2020年1月は、新型肺炎の世界的な感染拡大の可能性から世
界経済への先行き懸念が強まったことなどから下落しました。
【分配金を引き下げた各通貨コースの運用状況】
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（ＪＥＭＦ）の当期間の運用実績は、円建てでプラスの収益率*となり、ベンチ
マークであるＴＯＰＩＸ（配当込み）の騰落率を上回りました。ジャパン・エクイティ・マスター・ファンドの運用（円ベース）
におきましては、信越化学工業の保有などがプラス要因となった一方で、良品計画の保有などがマイナスに影響し
ました。
*ＪＥＭＦを運用するキャピタル・インターナショナル株式会社の所属するキャピタル・グループが、ＪＥＭＦの組入有価証券等を基に独自に算出
した収益率です。

＜米ドルコース＞
米ドルは、米国で利下げが行われたことなどを背景に、2019年初来で見ると対円で下落しましたが、円売り／米ドル
買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）がプラスに寄与したことや、国内株式市況の上昇などから、
基準価額（分配金再投資）は上昇しました。
＜ユーロコース＞
ユーロは、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が金融緩和を実施したことなどを背景に、2019年初来で見ると対円で下落したこ
とや、円売り／ユーロ買いの為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がマイナスに影響しましたが、国内株式
市況の上昇などから基準価額（分配金再投資）は上昇しました。
＜豪ドルコース＞
豪ドルは、豪州準備銀行（ＲＢＡ）による利下げの実施などを背景に、2019年初来で見ると対円で下落しましたが、
円売り／豪ドル買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）がプラスに寄与したことや、国内株式市況
の上昇などから、基準価額（分配金再投資）は上昇しました。
＜ブラジル・レアルコース＞
ブラジル・レアルは、ブラジル中央銀行（ＢＣＢ）による金融緩和や、ブラジル国内政治の先行き不透明感などを背景
に、2019年初来で見ると対円で下落しましたが、円売り／ブラジル・レアル買いの為替取引によるプレミアム（金利
差相当分の収益）がプラスに寄与したことや、国内株式市況の上昇などから、基準価額（分配金再投資）は上昇し
ました。
＜ロシア・ルーブルコース＞
ロシア・ルーブルは、米中通商協議が進展したことなどを背景に、2019年初来で見ると対円で上昇しました。円売り
／ロシア・ルーブル買いの為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）がプラスに寄与したことや、国内株式
市況の上昇、円安ロシア・ルーブル高などから、基準価額（分配金再投資）は上昇しました。
（2020年1月31日現在）
（キャピタル・インターナショナル株式会社のコメントを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成）

■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。
※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。

2/14

Fund Report

／ファンドレポート

国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
＜米ドルコース＞（毎月決算型）、＜ユーロコース＞（毎月決算型）、＜豪ドルコース＞（毎月決算型）、
＜ブラジル・レアルコース＞（毎月決算型）、＜ロシア・ルーブルコース＞（毎月決算型）

国内株式市場と外国為替（対円）の推移
米ドル（対円）の推移

国内株式市場（ＴＯＰＩＸ・配当込み）の推移
（ポイント）

（期間：2018年12月31日～2020年1月31日）

（期間：2018年12月31日～2020年1月31日）
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ユーロ（対円）の推移
（円）
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109.69円
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豪ドル（対円）の推移
（円）

（期間：2018年12月31日～2020年1月31日）

（期間：2018年12月31日～2020年1月31日）
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ブラジル・レアル（対円）の推移

2019年6月
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ロシア・ルーブル（対円）の推移
（円）

（期間：2018年12月31日～2020年1月31日）
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（出所）Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
※東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）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で、わが国の株式市場全体の値動き
を表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸ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の算出も
しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ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。
■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。
※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
＜米ドルコース＞（毎月決算型）、＜ユーロコース＞（毎月決算型）、＜豪ドルコース＞（毎月決算型）、
＜ブラジル・レアルコース＞（毎月決算型）、＜ロシア・ルーブルコース＞（毎月決算型）

今後の市場見通しおよび運用方針について
【市場見通し】
国内景気は、消費税率引き上げの影響などから一時的な下振れはみられるものの、大規模な経済対策もあり、基調
としては緩やかな回復が見込まれます。物価は、労働需給の逼迫などから中長期的に上向く見通しですが、低成長
見通しからインフレ期待も膨らみにくく、こうしたことから低金利環境が長期化する見通しです。企業業績は、国内外景
気の緩やかな拡大、企業の収益性改善などから回復基調で推移すると予想され、企業業績見通しの下方修正は最
悪期を脱しつつあります。
一方で、米中通商問題や為替の動向次第では見通しが再び不透明化することも想定されます。市場のバリュエー
ション（投資価値基準）は、依然として割安な水準にあり、コーポレートガバナンスや株主還元の改善、株主資本利益
率（ＲＯＥ）の上昇につれ見直されることが期待されます。また、株式市場の配当利回りと長期金利が引き続きかい離
しており、この点もバリュエーションを支える要因になるとみられます。
株式市場は、企業業績見通しに対する不透明感は残るものの、割安なバリュエーションが支えとなり底堅い推移が見
込まれます。一方、中国景気の下振れなどによる企業業績の悪化、為替の急激な変動、米国金利の上昇、中国経
済の構造調整や中国企業の債務問題、中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰、世界的な感染症の拡大などは
リスク要因として注意が必要です。
【運用方針】
リスク要因による不安定化が想定される市場環境では、株価バリュエーションと企業の中長期的な収益成長を考慮し
て、外部環境に左右されにくいポートフォリオを構築することが重要と考えています。引き続き、企業訪問を中心とした
情報収集や銘柄ごとの投資判断を重視した運用に努めます。
（2020年1月31日現在）
（キャピタル・インターナショナル株式会社のコメントを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成）
■ 市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。

■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。
※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
＜米ドルコース＞（毎月決算型）、＜ユーロコース＞（毎月決算型）、＜豪ドルコース＞（毎月決算型）、
＜ブラジル・レアルコース＞（毎月決算型）、＜ロシア・ルーブルコース＞（毎月決算型）

各通貨コースの設定来の基準価額
＜ユーロコース＞（毎月決算型）

＜米ドルコース＞（毎月決算型）
（期間：2013年10月24日（設定日）～2020年2月14日）

（期間：2013年10月24日（設定日）～2020年2月14日）
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＜ブラジル・レアルコース＞（毎月決算型）

＜豪ドルコース＞（毎月決算型）
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＜ロシア･ルーブルコース＞（毎月決算型）
14,000

（期間：2013年10月24日（設定日）～2020年2月14日）
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【グラフの凡例】
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純資産総額（億円）【右軸】
基準価額（分配金再投資）（円）【左軸】
基準価額（円）【左軸】
・ 基準価額、基準価額（分配金再投資）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（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。

0
2019年10月

■ 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。
※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。
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収益分配金に関する留意事項
●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。

投資信託から分配金が支払われるイメージ
分配金
投 資 信 託 の純 資 産

●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。
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。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合

1 0 ,5 0 0 円

1 0 ,5 5 0 円
期 中収益
( ① + ② )5 0 円

前期決算日から基準価額が下落した場合

分配 金1 0 0 円

*50円

1 0 ,5 0 0 円

1 0 ,4 5 0 円

*500円
(③ + ④ )

*500円
(③+ ④ )

*450円
(③ + ④ )

1 0 ,4 0 0 円
配当等収益
① 20円

分配金1 0 0 円

*80円

1 0 ,3 0 0 円
*420円
(③ + ④ )

前 期決算 日
*分配対象額
500円

当期決算 日
分配 前
*50円を
取崩し

前期決算日

当期決 算日
分配 後
*分配対象額
450円

*分配対象額
500円

当期決算日
分配前
*80円を
取崩し

当期決算日
分配後
*分配対象額
420円

※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。
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。

●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。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合
普 通分配 金
元 本払戻 金
( 特別分配金)

投資者 の
購入価 額

分配金
支払後

(当初個別元本)

基準価 額

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

※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。

元 本払戻 金
投資者 の
購入価 額
(当初個別元本)

個別元 本

( 特別分配金)

分配金
支払後
基準価 額
個別元 本

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。

購入時手数料に関する留意事項
お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定（購入時手数料を含む場合と含まな
い場合があります）、口数指定のいずれかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

［金額を指定して購入する場合］（購入時手数料を含む場合）

［口数を指定して購入する場合］

例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、100万円の
中から購入時手数料（税込）をご負担いただきますので、100万円
全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません。

例えば、基準価額10,000円（1万口当たり）の時に100万口ご購入
いただく場合、購入時手数料＝（10,000円÷1万口）×100万口×
手数料率（税込）となり、100万円と購入時手数料の合計額をお
支払いいただくことになります。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
追加型投信／国内／株式

ファンドの目的・特色
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）は、次の24本のファンドから構成されています。
円コース（1年決算型）
米ドルコース（1年決算型）
ユーロコース（1年決算型）
豪ドルコース（1年決算型）
ブラジル・レアルコース（1年決算型）
メキシコ・ペソコース（1年決算型）
トルコ・リラコース（1年決算型）
ロシア・ルーブルコース（1年決算型）
中国元コース（1年決算型）
南アフリカ・ランドコース（1年決算型）
インドネシア・ルピアコース（1年決算型）
マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

円コース（毎月決算型）
米ドルコース（毎月決算型）
ユーロコース（毎月決算型）
豪ドルコース（毎月決算型）
ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
メキシコ・ペソコース（毎月決算型）
トルコ・リラコース（毎月決算型）
ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）
中国元コース（毎月決算型）
南アフリカ・ランドコース（毎月決算型）
インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）
マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）

■ファンドの目的
＜各通貨コース＞ 信託財産の成長を目指して運用を行います。
＜マネー・プール・ファンド＞ 安定した収益の確保を目指して運用を行います。
■ファンドの特色
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）は、11の為替戦略と2つの決算頻度の組み合わせによる22の通貨コース、および決算頻度の
異なる2つのマネー・プール・ファンドの、計24本のファンドから構成されています。
■ファンドのしくみ
・各通貨コース：ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。
＜投資対象ファンド＞
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＪＰＹクラス (円コースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＵＳＤクラス (米ドルコースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＥＵＲクラス (ユーロコースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＡＵＤクラス (豪ドルコースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＢＲＬクラス (ブラジル・レアルコースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＭＸＮクラス (メキシコ・ペソコースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＴＲＹクラス (トルコ・リラコースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＲＵＢクラス (ロシア・ルーブルコースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＣＮＹクラス (中国元コースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＺＡＲクラス (南アフリカ・ランドコースが投資します。)
ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド ＩＤＲクラス (インドネシア・ルピアコースが投資します。)
マネー・プール マザーファンド
・マネー・プール・ファンド：ファミリーファンド方式により運用を行います。
＜主要投資対象とするマザーファンド＞
マネー・プール マザーファンド

■スイッチング
・各通貨コース（1年決算型）とマネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）の12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Ⅸ（1年決算型）の購入の申込みは、各通貨コース（1年決算型）からのスイッチングの場合に限ります。
・各通貨コース（毎月決算型）とマネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）の12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Ⅹ（年2回決算型）の購入の申込みは、各通貨コース（毎月決算型）からのスイッチングの場合に限ります。
*スイッチングとは、各ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の各ファンドの購入の申込みを行うことをいいます。
スイッチングを行う場合の手続き・手数料等は販売会社に確認してください。なお、換金した場合、解約金の利益に対して税金がかかります。

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。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
追加型投信／国内／株式

ファンドの目的・特色
■各通貨コースの特色
特色１ わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等を主要投資対象とします。
・キャピタル・インターナショナル株式会社が運用を行うジャパン・エクイティ・マスター・ファンド*1（以下「ＪＥＭＦ」ということがあります。）への投資を
通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式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。
*1 ＪＥＭＦは、円建のケイマン籍投資信託証券です。
・各通貨コース（円コースを除く）が投資を行うＪＥＭＦにおいては、円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。為替取引には、
外国為替予約取引および直物為替先渡取引（ＮＤＦ）*2等を活用することがあります。
*2 直物為替先渡取引（ＮＤＦ）とは、外国為替先渡取引の一種であり、対象通貨を用いた受渡しを行わずに、主に米ドルなど主要通貨による差金
決済を相対で行う取引です。
特色２ わが国の株式の値上がり益および為替差益の獲得を目指します。
各通貨コースの収益の源泉
・各通貨コースの収益の源泉には、3つの要素があります。
要素１ わが国の株式等への投資
ＪＥＭＦを通じて、わが国の株式等を実質的な主要投資対象とすることで、値上がり益の獲得を目指します。
ＪＥＭＦの主な運用方針
・わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行いま
す。
・TOPIX®配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得を目指します。
・そのうえで、各クラス（JPYクラスを除く）では、円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。
要素２ 円と各通貨コースの対象通貨の短期金利の差から得られる「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」（円コースを除きます。）
各通貨コースの対象通貨の短期金利が、円の短期金利と比較して高い場合には、「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」の
獲得が期待できます。
※対象通貨の短期金利が、円の短期金利と比較して低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が生じます。
※ただし、為替市場の状況によっては、収益または費用が、金利差相当分からカイ離する場合があります。
要素３ 対象通貨の為替変動（円コースを除きます。）
原則として円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行いますので、選択した各通貨コースの対象通貨が対円で上昇（円安）し
た場合には、為替差益を得ることができます。一方、対円で下落（円高）した場合には、為替差損が生じます。
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2のような運用ができない場合があります。
特色３ ＜各通貨コース（1年決算型）＞ 年1回の決算時（10月14日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
・分配金額は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。
分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。
（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）
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。
＜各通貨コース（毎月決算型）＞ 毎月の決算時（14日（休業日の場合は翌営業日））に収益の分配を行います。
・分配金額は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。
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。
■マネー・プール・ファンドの特色
特色１ わが国の公社債へ投資を行います。
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のような運用ができない場合があります。
特色２ ＜マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）＞ 年1回の決算時（10月14日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
＜マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）＞ 年2回の決算時（4・10月の各14日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
・分配金額は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。
分配金額の決定にあたっては、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向
等により変更する場合があります。）
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。

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。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
追加型投信／国内／株式

投資リスク
【各通貨コース】
■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

＜各通貨コース（円コースを除く）＞
主要投資対象とする外国投資信託は、円建資産へ投資し、原則として円売り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引
を行います。そのため、各通貨コースの対象通貨が円に対して強く（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。
また、各通貨コースの対象通貨の金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分の為替取引による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為替取引によるコストとなる場合がありま
す。

株価変動
リ スク

実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響
を受け変動します。株式の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。

信用
リ スク

実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、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。

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。

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。
■その他の留意点
・各通貨コース（円コースを除きます。）では、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類
似する直物為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤＦ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や
当該通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当
該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
・一般的に債券より株式の価格変動が大きいなど、資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託においても、投資対象資
産により、基準価額の変動の大きさが異なります。

【マネー・プール・ファンド】
■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

主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落（上昇）し、基準価額の変動要因と
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。

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。
■その他の留意点
投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意くだ
さい。

【共通（各通貨コース／マネー・プール・ファンド）】
■その他の留意点
・投資信託（ファンド）の分配金は、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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・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当ファンドの収益率を
示すものではありません。
・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、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。
・当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

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。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
追加型投信／国内／株式

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
※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。

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6営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込不可日

■各通貨コース
ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合には、購入・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。

申込締切時間

原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限

■各通貨コース
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。
■マネー・プール・ファンド
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
の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、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、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。

スイッチング

・各通貨コース（1年決算型）とマネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）の12ファンド間でスイッチングが可能です。
・各通貨コース（毎月決算型）とマネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）の12ファンド間でスイッチングが可能です。
※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
スイッチングを行う場合の手続・手数料等は、販売会社にご確認ください。

信託期間

2023年10月12日まで（2013年10月24日設定）

繰上償還

■各通貨コース
各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該通貨コ ース は繰上償還されま
す。
また、各通貨コースについて、受益権の総口数が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。
■マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）
各通貨コース（1年決算型）が全て償還することとなる場合には、繰上償還されます。
■マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）
各通貨コース（毎月決算型）が全て償還することとなる場合には、繰上償還されます。
■各通貨コース ■マネー・プール・ファンド
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。
・各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

決算日

■各通貨コース（1年決算型） ■マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）
毎年10月14日（休業日の場合は翌営業日）
■各通貨コース（毎月決算型）
毎月14日（休業日の場合は翌営業日）
■マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）
毎年4・10月の14日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配

■各通貨コース（1年決算型）
年1回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として 分配を抑
制する方針とします。）
■マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）
年1回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、原則として分配を抑制する方針とします。）
■各通貨コース（毎月決算型）
毎月の決算時に分配を行います。
■マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）
年2回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、原則として分配を抑制する方針とします。）
各ファンドについて、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

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償
還時の譲渡益に対して課税されます。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。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。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。

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。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
追加型投信／国内／株式

手続・手数料等
■ファンドの費用
各通貨コース
お客さまが直接的に負担する費用
購入時手数料

購入価額に対して、上限3.30％（税抜 3.00％）（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。）

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

各通貨コース
運用管理費用
（信託報酬）

投資対象とする 投資対象ファンドの純資産総額に対して、年率0.74％程度
投資信託証券
（マネー・プール マザーファンドは除きます。）
実質的な負担

その他の費用・
手数料

日々の純資産総額に対して、年率1.1880％（税抜 年率1.0800％）をかけた額
※各通貨コース（1年決算型）：日々計上され、各通貨コース（1年決算型）の基準価額に反映されます。毎計算
期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各通貨コース（1年決算型）から支払われます。
※各通貨コース（毎月決算型）：日々計上され、各通貨コース（毎月決算型）の基準価額に反映されます。毎決
算時または償還時に各通貨コース（毎月決算型）から支払われます。

各通貨コースの純資産総額に対して、年率1.9280％程度（税抜 年率1.8200％程度）
※各通貨コースの信託報酬率と、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。

監査法人に支払われる各通貨コースの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券
等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についても各通貨コー
スが負担します。
※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。
※各通貨コース（1年決算型）：監査費用は、日々計上され、各通貨コース（1年決算型）の基準価額に反映されます。毎計算期間
の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に各通貨コース（1年決算型）から支払われます。
※各通貨コース（毎月決算型）：監査費用は、日々計上され、各通貨コース（毎月決算型）の基準価額に反映されます。毎決算時
または償還時に各通貨コース（毎月決算型）から支払われます。

※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
通貨コースが負担する費用（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。

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。
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国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
追加型投信／国内／株式

手続・手数料等
■ファンドの費用
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
購入時手数料

かかりません。

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
運用管理費用
（信託報酬）

日々の運用収益率に応じて、日々の純資産総額に対して、年率0.770％（税抜 年率0.700％）以内をかけた額
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。

その他の費用・
手数料

監査法人に支払われる当該ファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等
を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についても 当該ファンド
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。

※マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）：運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）の
基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時にマネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）から支払われま
す。
※マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）：運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算
型）の基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にマネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）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、当該
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。

本資料のご利用にあたっての注意事項等
●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず
ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本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。●本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・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・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。●投資信託は、
預金等や保険契約とは異なり、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いただいた投資信託は、投資
者保護基金の補償の対象ではありません。●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。
●委託会社（ファンドの運用の指図等）
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（ファンドの財産の保管・管理等）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/
＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034
（受付時間 営業日の9：00～17：00）

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。
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販売会社情報一覧表
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

ファンド名称：国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）
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
第二種
日本
金融先物
金融商品
投資顧問業
取引業協会
取引業協会
協会

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号

○

○

○

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号

○

○

○

登録金融機関

○

○

○

○
○

○
○

登録番号等

商号
株式会社ＳＢＩ証券（マネー・プール・ファンドⅨ（1年
決算型）、マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）
除く）
東海東京証券株式会社（トルコ・リラコース（1年決算
型）、ロシア・ルーブルコース（毎月決算型）のみ取
扱）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
楽天証券株式会社（マネー・プール・ファンドⅨ（1年
決算型）、マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型）
除く）

関東財務局長（登金）第5号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号

○
○

○
○

・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。
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