
追加型投信／国内／債券

月次運用概況レポート
２０１６年１月号

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。

販売用資料

■設定・運用は

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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課税前分配金再投資換算基準価額

基準価額

(円)

１．ファンドの運用状況

ファンドの状況

課税前分配金の推移（1万口当たり）

基準価額 9,905円

累積課税前分配金 1,524円

課税前分配金込み基準価額    11,429円

課税前分配金再投資換算基準価額    11,524円

基準価額（最高値：2010/10/6） 10,310円

基準価額（最安値：2006/7/6） 9,785円

純資産総額 743.0億円

受益権総口数 750.1億口

※最高値/最安値に相当する基準価額を付けている日が複数ある

   場合、その最初の日付を記載しています。

2016/1/20現在

ファンドの騰落率

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

('15/12/21-) ('15/10/20-) ('15/7/21-) ('15/1/20-) ('13/1/21-) ('04/6/11-)

+0.2% +0.3% +0.7% -0.0% +2.0% +15.2%

（ 2016年1月20日 現在）

設定来の基準価額の推移

販売用資料

第67期-第138期の各期

（'10/2/22)-（'16/1/20)
設定来累計

12円 1,524円

 第1期－第66期の各期

('04/8/20)－（'10/1/20)

10円

2016/1/20)（当初設定日：2004/6/11～

上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。

・基準価額（1万口当たり）は、信託報酬控除後のものです。

・課税前分配金込み基準価額は、基準価額に設定来の課税前分配金累計を加算したものです。

・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。

・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ありません。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。
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残存年数別組入債券の状況

種別
平均

ｸｰﾎﾟﾝ
平均
終利

平均
ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ

組入比率

0～1年 ('16/1-'16/12) 国債 1.73% 0.01% 0.5 70.7 億円 9.6%

1～2年 ('17/1-'17/12) 国債 1.68% -0.01% 1.5 71.0 億円 9.8%

2～3年 ('18/1-'18/12) 国債 1.53% 0.00% 2.5 71.0 億円 10.0%

3～4年 ('19/1-'19/12) 国債 1.38% 0.01% 3.5 71.0 億円 10.0%

4～5年 ('20/1-'20/12) 国債 1.23% 0.01% 4.5 71.0 億円 10.1%

5～6年 ('21/1-'21/12) 国債 1.18% 0.01% 5.5 71.2 億円 10.2%

6～7年 ('22/1-'22/12) 国債 0.86% 0.02% 6.5 71.2 億円 10.1%

7～8年 ('23/1-'23/12) 国債 0.70% 0.05% 7.5 71.2 億円 10.1%

8～9年 ('24/1-'24/12) 国債 0.55% 0.11% 8.4 71.0 億円 9.9%

9～10年 ('25/1-'25/12) 国債 0.38% 0.18% 9.3 70.9 億円 9.7%

残存年数 (償還年月)
額面金額

合計

（ 2016年1月20日 現在）2. ポートフォリオの状況

ポートフォリオ構成

種別 組入比率

 国債 99.6%

 地方債・政府保証債 - 　

 上記以外の債券 - 　

 現金等 0.4%

 合計 100.0%

･組入銘柄数 40銘柄 ・平均デュレーション

･平均クーポン 1.12% ・額面金額合計

･平均終利 0.04% ・債券組入比率

5.0

710.3億円

99.6%

販売用資料

（残存年数：月次基準）

組入債券の残存年数別額面金額（額面:億円）

上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。

＊組入比率とは、当ファンドの純資産に対する比率（未収利息等を含みます。）であり、マザーファンドの組入比率に基づき算出した実質ベースの数値で表記しています。

＊ポートフォリオの構成は基準日現在のものであり、将来変更されることがあります。

＊現金等には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

＊四捨五入の影響により、合計が100％にならない場合があります。
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3. 当期の市況動向と運用経過
国債利回り曲線および利回りの変化幅

直近１ヵ月間の国債利回りの推移

上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。

販売用資料

(2015/12/21～ 2016/1/20)

第138期（2015/12/22～2016/1/20）
【市況動向】

当期間の10年国債(341回)利回り（以下、金利）は0.25%（2015年12月21日）から0.19%
（2016年1月20日）に低下しました。

日本銀行が金融緩和の補完措置を発表したことを受けて金利が急低下した反動から、金
利は上昇して始まりました。2015年12月末にかけては、日本銀行による国債買入れオペや
押し目買いの動きなどを背景に、金利は低下に転じました。
2016年1月に入ると、中国株下落、人民元切り下げ、円高進行、国内株下落など、金融市

場が混乱したことから、安全資産とされる国債に買いが集まり、金利は低下幅を広げる展開
となりました。中東や北朝鮮などの地政学リスクの高まりや日本銀行による国債買入れオペ
なども、金利低下要因となりました。金利は1月14日に一時過去最低を更新した後、高値警
戒感からやや上昇する場面もあったものの、当期間末にかけては、原油安や世界的な株安
などを背景に再び低下基調となりました。

【運用経過】
当期はジャパン・ソブリン・オ－プン マザ－ファンド（以下「マザーファンド」といいます。）に

投資し、実質的な運用はマザーファンドで行いました。
マザーファンドでは、わが国の国債を高位に組み入れながら、国債の残存期間別の投資

額面金額がそれぞれ同程度になるような運用（ラダー型運用）を目指しました。ラダー型運
用の具体的な方法として、残存期間が最長10年程度までの国債に投資し、1年程度毎でみ
た残存期間別（①残存1年程度以内、②残存1年～2年程度、③残存2年～3年程度、・・・・、
⑩残存9年～10年程度）の投資額面金額が、おおむね等しくなるような運用を行いました。

マザ－ファンドの組み入れ状況に基づいて、当ファンドの純資産総額に対する実質的な国
債の組入比率（国債の未収利息、前払い費用を含む。）を計算すると、期中においてはおお
むね99%以上（期末時点では99.6%）となり、高位の組み入れを維持しました。また、期末に
おける残存期間別の投資額面金額は各70.7～71.2億円（当ファンド全体では710.3億円）と
なりました。

このような運用の結果、国債の利回りが低下したことから、基準価額は上昇しました。基準
価額は9,901円（12月21日）で始まり、期中安値となる9,899円（12月25日）、期中高値となる
9,920円（1月18日）を経て、期末は9,917円（課税前分配金込み）となりました。なお、当期の
課税前分配金（1万口当たり）については12円とさせていただきました。

0.19%    

-0.02%
0.01%
0.03%
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設定来の国債利回りの推移

(出所)Bloomberg

販売用資料

（％）
2016/1/20)（当初設定日：2004/6/11～

上記は、あくまで過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
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ファンドに係るリスクについて/ファンドの目的・特色/投資リスク
販売用資料

【ファンドの目的】
安定した収益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。

【ファンドの特色】

１ 日本国債を主要投資対象とします。
◆国債とは、国が発行する債券です。したがって、信用力は高く、利子や元本の支払いの
確実性は比較的高いと考えられます。

◆国債の組入比率は、原則として高位を保ちます。

２ ラダー型運用を活用し、安定した収益の確保を目指します。
◆各残存期間ごと（最長１０年程度）の投資額面金額が同額程度となるような運用

（ラダー型運用）を目指します。
◆残存期間の異なる債券に額面等金額投資を行うことで、特定年限の金利水準や

債券価格変動の影響を軽減する効果が期待されます。

資金動向や市況動向等によっては、特色１、特色２のような運用ができない場合があります。

ファンドの目的・特色

基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、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。 ファンドの基準価額の変動要因として
は、主に「金利変動リスク」等があります。※くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドに係るリスクについて

○金利変動リスク
債券は、一般的に金利の変動により価格が変動します。当ファンドは実質的に
債券に投資しますので、金利の変動により当ファンドの基準価額も変動します。

○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。

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

３ 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
◆毎月20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

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ありません。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。後記「収益分配金に関する留意事項」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。

・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、利子・配当収入を中心に
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。）
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収益分配金に関する留意事項/委託会社およびファンドの関係法人
販売用資料

【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】 三井住友信託銀行株式会社
(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 ０１２０－７５９３１１（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/

委託会社およびファンドの関係法人収益分配金に関する留意事項
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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。
販売用資料

■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】

●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
購入受付日の基準価額

販売会社が定める単位
換金受付日の基準価額から信託財産留保額*を差引いた価額
*換金受付日の基準価額に０．０５％をかけた額とします。
原則として、換金受付日から起算して５営業日目から、販売会社にて
お支払いします。

当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を
設ける場合があります。

無期限（平成１６年６月１１日設定）
当ファンドの受益権の総口数が、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、繰上償還されることがあります。

毎月２０日（休業日の場合は翌営業日）
毎月（年１２回）、収益分配方針に基づいて分配を行います。

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。

＜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。○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。

■ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

信託財産留保額 換金受付日の基準価額に0.05％をかけた額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

※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。

購入受付日の基準価額に対して、上限1.08％（税込）（上限1.00％（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。）

日々の純資産総額に対して、年率0.3564～0.3996％（税込）（年率0.3300～0.3700％（税抜））をかけた額と

します。

運用管理費用

（信託報酬）

その他の費用・
手数料

※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。

購入時手数料

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0.00216％（税込）（年率0.00200％（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。
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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。
販売用資料

【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。

○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。

※2016年1月20日現在。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。

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

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

臼木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第31号 ○ 株式会社筑邦銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第5号 ○

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○ 株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号　 ○ ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○ 株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号 ○

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 ○ ○ ○ 株式会社徳島銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第10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 ○ ○ 株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○

荘内証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第1号 ○ 株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第1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 ○ 株式会社福井銀行　 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第2号 ○ ○

西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○ 株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7号 ○ ○

西村証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第26号 ○ 株式会社三井住友銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号 ○ ○ ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152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 ○ ○ ○

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・スタンレー証券の

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ 証券取引口座でのお取扱もあります）

三津井証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第14号 ○ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○ 岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号 ○

株式会社 株式会社商工組合中央金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第271号 ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○

八幡証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第7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 ○ ○ ○

株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社愛媛銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第6号 ○

株式会社大分銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第1号 ○

株式会社沖縄海邦銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○

株式会社鹿児島銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○

株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第15号 ○

株式会社熊本銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第6号 ○

株式会社西京銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第7号 ○

株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第6号 ○

株式会社荘内銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第6号 ○

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

株式会社親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○

金融商品取引業者名 金融商品取引業者名


