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／ファンドレポート
優先証券プラス・オープン

為替プレミアムコース（毎月決算型）/為替ヘッジありコース（毎月決算型）/為替ヘッジなしコース（毎月決算型）/
為替プレミアムコース（年２回決算型）/為替ヘッジありコース（年２回決算型）/為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

2016年1月以降の運用経過と今後の見通し
ファンド情報提供資料／データ基準日2016年2月12日

平素は「優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）/為替ヘッジありコース（毎月決算型）/為
替ヘッジなしコース（毎月決算型）/為替プレミアムコース（年２回決算型）/為替ヘッジありコース（年２回決算型）
/為替ヘッジなしコース（年２回決算型）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
2016年に入り、世界の金融市場では株式市場が大きく下落する等、市場の変動が大きくなっております。当ファン
ドの主要投資対象である米ドル建ての優先株や優先リート、ＣｏＣｏｓが下落し、基準価額も影響を受けています。つ
きましては、2016年1月以降の運用経過と今後の見通しについてご案内させていただきます。
※本資料では6本のファンドを総称して「当ファンド」、各々を「各コース」ということがあり、毎月決算型の各コースを「毎月決算型」、年2回決算型の各コースを「年
2回決算型」と総称することがあります。また、為替プレミアムコース（毎月決算型）と同（年2回決算型）を総称して「為替プレミアムコース」ということがあります。さら
に、為替ヘッジありコース（毎月決算型）と同（年2回決算型）を総称して「為替ヘッジありコース」、為替ヘッジなしコース（毎月決算型）と同（年2回決算型）を総称
して「為替ヘッジなしコース」ということがあります。

当ファンドの基準価額の推移 （2014年10月3日～2016年2月12日）
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※基準価額（1万口当たり）は、信託報酬控除後のものです。※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。
■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。
※「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。
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Fund Report

／ファンドレポート

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）/為替ヘッジありコース（毎月決算型）/為替ヘッジなしコース（毎月決算型）/
為替プレミアムコース（年２回決算型）/為替ヘッジありコース（年２回決算型）/為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

当ファンドの基準価額の推移 （2014年10月3日～2016年2月12日）
為替ヘッジありコース
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※基準価額（1万口当たり）は、信託報酬控除後のものです。※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。
■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。
※「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。
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／ファンドレポート

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）/為替ヘッジありコース（毎月決算型）/為替ヘッジなしコース（毎月決算型）/
為替プレミアムコース（年２回決算型）/為替ヘッジありコース（年２回決算型）/為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

当ファンドの基準価額の推移 （2014年10月3日～2016年2月12日）
為替ヘッジなしコース

毎月
決算型
（円）

12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
基準価額
9,500
2014年10月3日

2015年1月3日

2015年4月3日

課税前分配金再投資換算基準価額

2015年7月3日

2015年10月3日

2016年1月3日

年2回
決算型
（円）

12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
基準価額
9,500
2014年10月3日

2015年1月3日

2015年4月3日

課税前分配金再投資換算基準価額
2015年7月3日

2015年10月3日

2016年1月3日

※基準価額（1万口当たり）は、信託報酬控除後のものです。※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。
■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。
※「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。
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／ファンドレポート

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）/為替ヘッジありコース（毎月決算型）/為替ヘッジなしコース（毎月決算型）/
為替プレミアムコース（年２回決算型）/為替ヘッジありコース（年２回決算型）/為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

2016年1月以降の投資環境と運用状況
2016年の年明け以降、中国をはじめとしたグローバルな景気減速懸念等を背景に、世界の金融市場においてリ
スク回避的な流れが強まり、信用リスクの高い証券を敬遠する動きとなりました。このような状況の中、当ファンドの
主要投資対象である米ドル建ての優先株や優先リート、ＣｏＣｏｓが下落したことから、当ファンドの基準価額も下落
しました。
特に、ＣｏＣｏｓは2016年2月以降大きく下落しました。その背景には、ＣｏＣｏｓの主な発行体である欧州金融機
関が発行するＣｏＣｏｓの利払いに対する懸念が高まったことがあります。欧州では中央銀行に対する銀行の当座
預金やドイツ等の主要国を中心とした国債等でマイナス金利が広がっており、銀行の収益が圧迫されるとの見方
が強まっています。こうした状況の中、1月28日にドイツ銀行が大幅な赤字決算を発表し、これに起因して同行が
発行するＣｏＣｏｓの利払いに対する懸念が強まったこと等から、欧州金融機関のＣｏＣｏｓの利払いに対する警戒
感が広がりました。
なお、当ファンドでは同行のＣｏＣｏｓを約0.46％保有しており（投資先ファンドである「プリファード・セキュリティー
ズ・ファンド」における2016年2月10日時点*の投資比率）、その価格は、2015年12月29日から2016年2月10日
*までに約20.7％下落しました。
また、為替市場では、投資家のリスク回避的な動きの強まりを受けて、円高・米ドル安が進みました。
＊2016年2月12日のファンドの基準価額算出に反映する「プリファード・セキュリティーズ・ファンド」の評価日付
※上記はコーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが運用を行う「プリファード・セキュリティーズ・ファンド」の資料を基に作成しています。
作成時点における市場環境もしくは運用方針等について記載したものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。

優先リート（米ドルベース）・優先株（米ドルベース）・ＣｏＣｏｓ（米ドルベース）・米ドル（対円）の推移

（期間：2015年12月29日～2016年2月10日） （円）
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・優先リート、優先株、ＣｏＣｏｓについては2015年12月29日＝100として指数化

100

122

98

120

96

118

94

Ｖ

優先リート【左軸】

116

ＣｏＣｏｓ【左軸】
92

114

優先株【左軸】
米ドル（対円）【右軸】

90
2015年12月29日

112
2016年1月8日

2016年1月18日

2016年1月28日

2016年2月7日

（出所）ブルームバーグ社、BｏｆAメリルリンチ社、クレディ・スイス証券のデータより三菱ＵＦＪ国際投信
・優先リート、優先株、ＣｏＣｏｓ、米ドル（対円）は2016年２月12日におけるファンドの基準価額算出基準に合わせて2016年2月10日までの値
を掲載しています。

■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。 ■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。
※「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。
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／ファンドレポート

優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース（毎月決算型）/為替ヘッジありコース（毎月決算型）/為替ヘッジなしコース（毎月決算型）/
為替プレミアムコース（年２回決算型）/為替ヘッジありコース（年２回決算型）/為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

今後の見通しと運用方針
当ファンドが主要投資対象とする優先株やＣｏＣｏｓの主な発行体である欧米主要銀行は、当局による規制強化に
よって、リーマン・ショック以前と比較して自己資本の積み増しやリスク資産の圧縮を進めており、財務状況の健全性
が高まっています。そのため、当ファンドが主要投資対象とする優先株やＣｏＣｏｓのデフォルトや利払いが停止され
るリスクは低いと考えられます。なお、足下でエネルギー関連企業の業績は、原油価格の下落に伴って悪化が続い
ていますが、これらの企業に対する欧州銀行の貸出の割合は限定的なものであるため、資本構造に大きな影響を
及ぼすことにはならないと考えられます。
なお、ＣｏＣｏｓについては、2016年の年明け以降大きく下落していますが、欧米銀行のファンダメンタルズに大き
な変化はないと考えております。特に、各種規制に伴う体質改善により、大手銀行の健全性は良好な状況にありま
す。このような状況下、個別金融機関の問題が金融システム全体へと伝播する可能性は従前より大きく低下してい
ると考えています。
また、ドイツ銀行は2月8日、ＣｏＣｏｓの利払いに必要な原資の状況を発表し、将来の利払いに対して十分な余力
があることを示しました。あわせて、2月12日には6,000億円相当の普通社債の買い戻しも発表しています。同行に
ついては、過去の訴訟費用の支払いが収益圧迫の要因となっているものの、2016年の営業利益は黒字が見込ま
れていること、自己資本も十分にあることから、2016年のＣｏＣｏｓの利払いは実施されると予想されています。
足下では、マイナス金利を導入している日欧だけでなく、米国でも経済見通しの下振れによって、米連邦準備制
度理事会(ＦＲＢ)による追加利上げ観測は大幅に後退し、低金利の長期化が予想されています。低金利の長期化
によって、当ファンドが主要投資対象とする優先株や優先リート、ＣｏＣｏｓのような相対的に高いインカム収入が期
待できる金融商品に対する需要が高まると期待されます。
こうした市場環境をふまえ、ポートフォリオのリスクをコントロールしながら、相対的に高い利回りが期待される優先
株、優先リート、ＣｏＣｏｓに分散して投資を行ってまいります。
※上記はコーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが運用を行う「プリファード・セキュリティーズ・ファンド」の資料を基に作成しています。
作成時点における市場環境もしくは運用方針等について記載したものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用方針が変更される場合があります。

ドイツ銀行が発表したＣｏＣｏｓ利払い原資

欧州銀行の中核的な自己資本比率
（期間：2011年～2015年）
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・2015年は6月末まで、それ以外は各年の年末データ
（出所）ＥＢＡ（欧州銀行監督局）のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成

2016年原資
（発表ベース）

（出所）ドイツ銀行の資料より三菱ＵＦＪ国際投信作成

■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。
※「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。
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優先証券プラス・オープン
為替プレミアムコース（毎月決算型） / 為替ヘッジありコース（毎月決算型） / 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） /
為替プレミアムコース（年２回決算型） / 為替ヘッジありコース（年２回決算型） / 為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

ファンドの目的・特色
ファンドの目的

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

優先証券プラス・オープンは、為替戦略と決算頻度の組み合わせによる6つのコースから構成されています。
■ファンドのしくみ
◆ 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。
ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則（「投資信託等の運用に関する規則」第2条）に規定する
ファンド・オブ・ファンズをいいます。

■ スイッチング
◆「毎月決算型」の3コース間のみでスイッチング＊が可能です。
◆「年2回決算型」の3コース間のみでスイッチング＊が可能です。
＊ スイッチングとは、各コース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コース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・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。
※販売会社によっては、一部のコース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。

【特色１】 米ドル建の優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓを主要投資対象とします。
◆ コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが運用を行うプリファード・セキュリティーズ・ファンド（以下「投資先
ファンド」ということがあります。）への投資を通じて、主として米ドル建の優先株＊、優先リート＊、ＣｏＣｏｓ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。
＊ 優先株および優先リートは、これらを原資産とする預託証券を含みます。
◆ 相対的に高い利回りが期待される優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓを主要投資対象とします。
※当ファンド名「優先証券プラス・オープン」は、優先株、優先リート、CoCosといった優先証券等を主要投資対象とすることで、相対的に高い
利回り（プラス）が期待されるということを表しています。

＜優先株＞＜優先リート＞
優先株や優先リートは、普通株や普通リートがもつ経営に参加する権利（議決権）がない一方で、配当の支払いや残余財産の分
配は優先されます。優先リートと普通リートの関係は、株式会社が発行する優先株と普通株の関係に相当します。
普通株・普通リートに対する、優先株・優先リートの特徴は以下の通りです。
1．相対的に高い配当利回りが期待されます。
配当が予め定められていることから安定的な配当が期待され、また、配当利回りは相対的に高くなる傾向があります。
※発行体の業績の悪化等により、配当等が繰り延べまたは見送られることがあります。

2．価格変動は相対的に小さくなる傾向があります。
額面で償還できる権利を発行体が有しているものが多く、償還を意識した値動きとなり、価格変動が相対的に小さくなる傾向が
あります。
※上記は、一般的な特徴について説明したものであり、上記に当てはまらない場合があります。また、必ずしもすべてを表すものでは
ありません。
＜ＣｏＣｏｓ＞
ＣｏＣｏｓとは、劣後債および優先証券に偶発条件に関する以下2つの条項（トリガー条項）が実質的に付されているものをいいます。
①発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合における元本削減や普通株への転換
②発行体が実質破綻＊となった場合における元本削減や普通株への転換
＊実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ存続できないと認定されること等をいいます。
※トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種、個別銘柄等により異なることがあります。例えば、上記の①は銀行を対象とした
場合の表記であり、それ以外の業種を対象とする場合には、異なることがあります。

トリガー条項が付されていない劣後債および優先証券と比較して、ＣｏＣｏｓの特徴は以下の通りです。
1．相対的に高い利回りが期待されます。
相対的に高い配当や利息が予め定められていることなどから、利回りが高くなる傾向があります。
※発行体の業績の悪化等により、配当や利息が繰り延べまたは見送られることがあります。

2．価格変動は相対的に大きくなる傾向があります。
トリガー条項が付されていることから、信用リスクの変化の影響を受けやすく、価格変動が相対的に大きくなる傾向があります。
※上記は、一般的な特徴について説明したものであり、上記に当てはまらない場合があります。また、必ずしもすべてを表すものでは
ありません。
※上記の内容は、将来変更となる場合があります。

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。
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優先証券プラス・オープン
為替プレミアムコース（毎月決算型） / 為替ヘッジありコース（毎月決算型） / 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） /
為替プレミアムコース（年２回決算型） / 為替ヘッジありコース（年２回決算型） / 為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

ファンドの目的・特色
【特色２】 ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの融合により、ポートフォリオを構築します。
◆ ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄ごとの発行条件や発行体の信用リスクの分析等に基づくボトムアップ・アプ
ローチと、マクロ分析による金利や信用リスクの市場見通し等に基づくトップダウン・アプローチとを融合して銘柄選択を行いま
す。
◆ 主として相対的に高い利回りが期待される優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓに分散して投資し、ポートフォリオのリスクをコントロー
ルしながら、インカムゲインの向上を目指します。
◆ 優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓへの投資に関する主な運用方針および投資制限は以下の通りです。
＜優先株＞
米国の企業＊が発行するものとし、そのうち50％以上を金融機関＊が発行するものとします。
＊米国の企業、金融機関にはその関連会社（所在地は米国に限りません。）を含みます。

＜優先リート＞ 米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行するものとします。
＜ＣｏＣｏｓ＞ 先進国（ＯＥＣＤ加盟国とします。以下同じ。）の金融機関＊が発行するものとし、そのうち50％以上を欧州の金融
機関＊が発行するものとします。
＊先進国の金融機関、欧州の金融機関にはその関連会社（所在地は先進国、欧州に限りません。）を含みます。

取得時において、原則としてＳ＆Ｐ社、Ｍｏｏｄｙ’ｓ社およびＦｉｔｃｈ社のいずれかからBＢマイナス格相当以上の銘
柄格付を取得しているものとします。これら3格付会社のいずれも格付を付与していない場合には、コーヘン＆ス
ティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが、同等の信用格付状況にあるかを判断します。
・投資するＣｏＣｏｓや優先株が普通株に転換した場合、原則として、速やかに売却します＊。
・投資する優先リートが普通リートに転換した場合、原則として、速やかに売却します＊。
＊市況動向等によっては、速やかに売却できない場合があります。

【特色３】 各コースはそれぞれ異なる為替戦略をとります。
＜為替プレミアムコース＞
◆ 保有する米ドル建資産について、円に対する米ドルのコール・オプションを売却することでカバード・コール戦略を構築し、米ドル
高・円安となる場合の為替差益を放棄する代わりに、オプション・プレミアムの獲得を目指します。
＜為替ヘッジありコース＞
◆ 保有する米ドル建資産について、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。
＜為替ヘッジなしコース＞
◆ 保有する米ドル建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。

■「為替プレミアムコース」のカバード・コール戦略について
●「為替プレミアムコース」のカバード・コール戦略とは、保有する米ドル建資産について、円に対する米ドルのコール・オプション
（対円で米ドルを買う権利）を売却し、オプション・プレミアムを獲得する戦略をいいます。
・売却するコール・オプションの権利行使価格は、取引時点の円に対する米ドルの為替レートと同水準とします。
・原則として、満期日まで1ヵ月程度のコール・オプションを売却します。満期を迎えるごとに新たなコール・オプションを売却し、カバード・コール
戦略を再構築します。

● この戦略により、原則として米ドルが円に対して強く（円安に）なる場合の為替差益を享受できなくなりますが、その対価として
オプション・プレミアムの獲得による収益の上乗せが期待できます。
【コール・オプションとは】
一般的にコール・オプションとは、「予め定められた期日（満期日）」に、「特定の商品（通貨や株式など）」を「予め定められた価格
（権利行使価格）」で「買う権利」のことをいいます。コール・オプションを売却することで、売り手はオプション・プレミアム（売却に
よる収入）を得ますが、同時に満期日において、買い手の権利行使に応じる義務を負います。当該コール･オプションの満期日
において、コール・オプションの買い手が権利を行使することで、売り手にとって損失が発生する可能性があります。
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。

【特色４】 ＜毎月決算型＞毎月決算を行い、収益の分配を行います。
＜年2回決算型＞年2回決算を行い、収益の分配を行います。
＜毎月決算型＞
◆ 毎月13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。
＜年2回決算型＞
◆ 毎年6月13日および12月13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。

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。
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優先証券プラス・オープン
為替プレミアムコース（毎月決算型） / 為替ヘッジありコース（毎月決算型） / 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） /
為替プレミアムコース（年２回決算型） / 為替ヘッジありコース（年２回決算型） / 為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

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。

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。
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優先証券プラス・オープン
為替プレミアムコース（毎月決算型） / 為替ヘッジありコース（毎月決算型） / 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） /
為替プレミアムコース（年２回決算型） / 為替ヘッジありコース（年２回決算型） / 為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

投資リスク
■基準価額の変動要因
基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・財
務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、投資信託は預貯金と異なり、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。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
主な変動要因は以下の通りです。

●為替変動リスク
＜為替プレミアムコース＞
・主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して弱く（円高に）なれば基準価額の
下落要因となります。
・主要投資対象とする外国投資信託は、保有する米ドル建資産について、権利行使価格が取引時点の為替レートと同水準の円に対
する米ドルのコール・オプション（対円で米ドルを買う権利）を売却します。米ドルが円に対して強く（円安に）なる場合は、売却したコ
ール・オプションに損失が発生し米ドル建資産の保有にともなう為替差益を相殺することから、原則として為替差益を享受することが
できません。このため、コール・オプションを売却しない場合に比べて運用成果が劣後する可能性があります。
・原則として、売却したコール・オプションが満期を迎えるごとに、新たにコール・オプションを売却します。米ドルが円に対して弱く（円高
に）なった後に新たにコール・オプションを売却する場合には、権利行使価格が元のコール・オプションの権利行使価格よりも円高水
準となるため、その後為替レートが元の水準に戻ったとしても、基準価額は元の水準を下回る場合があります。
・コール・オプションは、円に対する米ドルの水準に加え、金利や残存期間、変動率（ボラティリティ）の変化等により評価値が変動する
ため、売却したコール・オプションの評価値の上昇により損失が発生する場合があります。また、換金等に伴いオプション取引を解消
する場合、市況動向や資金動向次第では不利な価格で解消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。
＜為替ヘッジありコース＞
主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資し、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、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。
＜為替ヘッジなしコース＞
主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、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。

●価格変動リスク
・優先株は、普通株に比べて価格変動が小さい傾向にありますが、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。優先株の価格が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。
・優先リートは、普通リートに比べて価格変動が小さい傾向にありますが、当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、
様々な市場環境等の影響を受けます。優先リートの価格が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。

●金利変動リスク
優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓは、配当や利息が予め固定されているものがあり、金利上昇時には相対的な魅力が弱まるため、当該証
券の価格が下落して当ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。

●優先株、優先リート、CoCos固有のリスク
＜繰上償還に関するリスク＞
優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓには、一般的に繰上償還条項が付与されていることが多く、繰上償還の実施は発行体が決定することとな
っています。繰上償還の実施の有無に関して、市場の見方と発行体の決定が異なった場合などには、当該証券の価格が変動し、当フ
ァンドの基準価額に影響を及ぼす可能性があります。また、相対的に高い配当や利回りの証券が繰上償還された場合に、同程度の配
当や利回りの代替投資先が見つからず、ポートフォリオのインカムゲインが減少する場合があります。
＜利息、配当または元本の支払いに関するリスク＞
優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓには、利息、配当の支払繰延条項等が付与されているものがあり、発行体の財務状況や収益動向等の要
因により、利息、配当の支払いが繰延べまたは停止される可能性や、利息、配当または元本が減額される可能性があります。
＜法的弁済順位が劣後することによるリスク＞
一般的に、発行体が破綻等に陥った場合、優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓの法的弁済順位は、普通社債に劣後します。したがって、他の
優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。また、発行体が経営不安、倒産、国有化などに陥
った場合には、これらの証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、この場合には当ファンドの基準価額が大幅に下
落することがあります。
＜普通株や普通リートの価格変動によるリスク＞
優先株や優先リートには、それぞれ普通株や普通リートへの転換権が付与されているものがあります。普通株や普通リートへの転換権
が付与された優先株や優先リートは、同一発行体の普通株や普通リートの価格変動の影響を受けることがあり、その場合、当ファンドの
基準価額の変動要因となります。

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。
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優先証券プラス・オープン
為替プレミアムコース（毎月決算型） / 為替ヘッジありコース（毎月決算型） / 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） /
為替プレミアムコース（年２回決算型） / 為替ヘッジありコース（年２回決算型） / 為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

投資リスク
＜ＣｏＣｏｓ固有のリスク＞
ＣｏＣｏｓには、発行体が破綻する前において以下2つの偶発条件の少なくともいずれかに該当した場合は、元本削減や普通株へ転換さ
れる条項（トリガー条項）が実質的に付されています。
・発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合
・発行体が実質破綻＊となった場合
＊実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ存続できないと認定されること等をいいます。

※トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種、個別銘柄等により異なることがあります。
元本が削減される場合には、法的弁済順位にかかわらず普通株よりも先に損失を負担することとなり、元利金の弁済が受けられないこ
とがあります（全損となることもあります。）。
普通株に転換される場合には、転換後の価値が、元本を大きく下回る可能性があります。
なお、国際的な金融危機が発生した場合には、複数のＣｏＣｏｓが同時期に偶発条件に該当する可能性があり、当ファンドの基準価額が
大幅に下落するおそれがあります。
また、ＣｏＣｏｓは、これら偶発条件に該当しない場合においても、トリガー条項のない劣後債および優先証券と比較して、価格変動が大
きい傾向があるため、ＣｏＣｏｓの実質的な組入比率によっては、当ファンドの基準価額の変動も大きくなることがあります。
＜法制度の変更リスク＞
実質的に投資している有価証券等にかかる法制度の変更や、当該証券市場にとって不利益な制度上の重大な変更等があった場合に
は、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。

●特定の業種への集中投資リスク
当ファンドは金融機関が発行する有価証券への実質投資割合が高くなることがあります。そのため、個別の金融機関の財務状況およ
び収益動向等に加え、金融機関を監督する金融当局の政策方針など金融業種固有の要因による影響を受けます。金融機関の財務
状況に対する懸念の高まりや金融規制の変化等により、有価証券の価格が下落した場合は、当ファンドの基準価額が大幅に下落する
ことがあります。

●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、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。
・一般的に、格付けの低いCoCosは、格付けの高いCoCosと比較して、トリガー条項に抵触するリスクやデフォルト（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。トリガー条項への抵触やデフォルトが生じた場合または予想される場合には、CoCos
の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、当ファンドの基準価額が大幅に下落
することがあります。

●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。
・優先株、優先リート、ＣｏＣｏｓは、相対的に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
当ファンドは実質的に新興国の発行体が発行する有価証券等に投資する場合があります。その場合、当該新興国の政治や経済、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、当該有価証券等の価格が大きく変動す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。

■その他の留意点
＜為替プレミアムコース＞
・市場環境、資産規模あるいは資金流出入の状況等によっては、カバード・コール戦略を十分に行えない場合があります。
・ファンドの名称中の「プレミアム」とは、オプション・プレミアムの「プレミアム」を意味します。

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
■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）

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。
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■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 ０１２０－７５９３１１（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/

優先証券プラス・オープン
為替プレミアムコース（毎月決算型） / 為替ヘッジありコース（毎月決算型） / 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） /
為替プレミアムコース（年２回決算型） / 為替ヘッジありコース（年２回決算型） / 為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

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】
●スイッチング

●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
購入受付日の翌営業日の基準価額
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、ロンドンの銀行、ルクセンブルグ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。
各コース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。
■毎月決算型
「毎月決算型」の3コース間のみでスイッチングが可能です。
■年2回決算型
「年2回決算型」の3コース間のみでスイッチングが可能です。
※販売会社によっては、一部のコース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、販売会社に確認してください。
平成31年9月13日まで（平成26年10月3日設定）
各コース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、当該コースは繰上償還
されます。
また、各コースについて、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。
■毎月決算型
毎月13日（休業日の場合は翌営業日）
■年2回決算型
毎年6月13日および12月13日（休業日の場合は翌営業日）
■毎月決算型
毎月（年12回）、収益分配方針に基づいて分配を行います。
■年2回決算型
半年ごとに（年2回）、収益分配方針に基づいて分配を行います。
各コースについて、販売会社との契約により再投資することも可能です。
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
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

購入受付日の翌営業日の基準価額に対して、上限3.24％（税込）（上限3.00％（税抜））がかかります。
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社に確認してください。）
ありません。

投資者が信託財産で 間接的に負担す る費用
各コース

投資対象とする
外国投資信託証券
運用管理費用
（信託報酬）

実質的な負担

日々の純資産総額に対して年率1.2204％（税込）（年率1.1300％（税抜））
※日々計上され、毎決算時または償還時に各コースから支払われます。
■為替プレミアムコース
投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.59％程度
■為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース
投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.50％程度
■為替プレミアムコース
当該コースの純資産総額に対して年率1.8104％程度（税込）（概算）（年率1.7200％程度（税抜）（概算））
■為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース
各コースの純資産総額に対して年率1.7204％程度（税込）（概算）（年率1.6300％程度（税抜）（概算））
※各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コースが負担します。
監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0108％（税込）（年率0.0100％（税抜））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。
※監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に各コースから支払われます。
※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。
※実質的な投資対象である不動産投資信託等には運用等にかかる費用が発生しますが、投資する不動産投資信託等は固定されていない等により、あら
かじめ金額および上限等を記載することはできません。
※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。
その他の費用・
手数料

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。
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優先証券プラス・オープン
為替プレミアムコース（毎月決算型） / 為替ヘッジありコース（毎月決算型） / 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） /
為替プレミアムコース（年２回決算型） / 為替ヘッジありコース（年２回決算型） / 為替ヘッジなしコース（年２回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

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。

金融商品取引業者名

登録番号

日本証券業
協会

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

○

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
登録金融機関
（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)

○

関東財務局長（登金）第5号

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
○

○

○

○

○

※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。

【本資料で使用した指数について】
■優先リート：FTSE NAREIT Preferred Stock Index
FTSE NAREIT Preferred Stock Indexとは、米国の優先リートの値動きを表す指数です。FTSE®は、London Stock Exchange Groupの会
社が所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSE International Limited（以下「FTSE」）が使用します。NAREIT®はNational
Association of Real Estate Investment Trusts (以下「NAREIT」)が所有する商標です。 FTSE NAREIT All Equity REITs Indexは、
FTSEが算出を行います。FTSEとNAREITのいずれも本商品のスポンサー、保証、販売促進を行っておらず、さらにいかなる形においても
本商品に関わっておらず、一切の責務を負うものではありません。 インデックスの価格および構成リストにおける全ての知的所有権は
FTSEとNAREITに帰属します。
■優先株：The BofA Merrill Lynch Perpetual Preferred Securities Index
The BofA Merrill Lynch Perpetual Preferred Securities Indexとは、BofAメリルリンチ社が算出する、米国市場で発行された米ドル建て
の投資適格の優先証券の値動きを表す指数です。
■ＣｏＣｏｓ：クレディ・スイス・コンティジェント・コンバーティブル・ダラー・インデックス
クレディ・スイス・コンティジェント・コンバーティブル・ダラー・インデックスとは、クレディ・スイス証券が算出する、米ドル建てCｏCｏ債の値
動きを表すインデックスです。

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。
○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。

12/12

