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※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

「ブラデスコ ブラジル株式オープン」
分配金のお知らせ

当レポートは、5枚組みです。

追加型投信／海外／株式

・比率は現物株式評価額に対する割合です。
・テーマはブラデスコ・アセットマネジメントが独自に分類したものです。

テーマ別構成比（2011年1月11日現在）分配金実績（税引前）

・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。

■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
■基準価額および分配金は１万口当たりです。

「ブラデスコ ブラジル株式オープン」（設定日：2010年2月9日）は、2011年1月11日に第2期の決算を迎えました。当
期の分配金は、基準価額水準等を勘案し、200円（1万口当たり、税引前）といたしました。

決算日の分配金落ち後基準価額は10,193円（設定来※ +193円）となりました。また、分配金（税引前）を再投資した

ものとして計算した設定来※の騰落率は3.93％の上昇となりました。

※当初募集期間申込価額（1万口当たり）対比。
・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ございます。
・運用経過の詳細につきましては、マンスリーレポート等をご参照ください。

【臨時レポート】　2011年01月12日

基準価額の推移（期間：2010年2月9日～2011年1月11日）

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は設定日前営業日を10,000として指数化しています。
・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率1.869％（税抜1.78％））控除後の値です。
・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。

直近期 2期前 3期前 設定来累計

決算日 2011/01/11 2010/07/12 -

分配金 200円 0円 - 200円
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銘柄名
（読み）

組入
比率

会社紹介
（【　　】＝テーマ）

1
PETROBRAS -

PETROLEO BRAS-PR
（ペトロブラス、優先株）

9.64%

【資源・エネルギー】
石油の生産、精製のほか、サトウキビを燃料としたバイオエタノールの製造販売なども手掛けて
いる。深海油田の探査、掘削技術は世界最高水準とされ、近年深海油田の開発により、石油・
ガス生産を急速に増やしている。

2

BANCO BRADESCO
SA-PREF

（ブラデスコ銀行、優先
株）

7.06%

【消費・金融】
ブラジル国内での事業展開に強みを持つ大手金融機関。預金、銀行サービスのほか、保険や
年金、クレジットなどを手掛け、幅広い顧客層と販売ネットワークを強みとしている。特に保険分
野では優位に事業を展開している。

3
VALE SA-PREF A
（ヴァーレ、優先株）

7.05%

【資源・エネルギー】
主力商品は鉄鉱石であり、生産・販売のシェアは世界最大級である。他にも、ニッケルや銅、ア
ルミニウム、マンガンなどの資源開発や鉄道、海運、発電も手掛ける。鉄鉱石需要の拡大に加
えて、鉄鉱石の生産が寡占状態にあることを背景に、強い価格支配力を持っている。

4
PETROBRAS -
PETROLEO BRAS
（ペトロブラス）

6.98%

【資源・エネルギー】
石油の生産、精製のほか、サトウキビを燃料としたバイオエタノールの製造販売なども手掛けて
いる。深海油田の探査、掘削技術は世界最高水準とされ、近年深海油田の開発により、石油・
ガス生産を急速に増やしている。

5
VALE SA
（ヴァーレ）

6.43%

【資源・エネルギー】
主力商品は鉄鉱石であり、生産・販売のシェアは世界最大級である。他にも、ニッケルや銅、ア
ルミニウム、マンガンなどの資源開発や鉄道、海運、発電も手掛ける。鉄鉱石需要の拡大に加
えて、鉄鉱石の生産が寡占状態にあることを背景に、強い価格支配力を持っている。

6

ITAU UNIBANCO
HOLDING SA

（イタウ・ウニバンコ・
ホールディング）

5.64%

【消費・金融】
バンコ・イタウとウニバンコの合併により誕生した南米最大級の金融グループ。預金業務から個
人・法人向け銀行サービス、消費者ローン、保険や年金などを手掛ける。ブラジルのほか南米
各地で事業を展開し、将来的な海外事業拡大も視野に入れている。

7
BANCO DO BRASIL

S.A.
（ブラジル銀行）

3.57%

【消費・金融】
政府系商業銀行。ブラジル最初の銀行として1808年に創立。200年を超える長い歴史と、ブラジ
ル全土に豊富な支店網を持つ。日本でも、東京のほか複数の営業拠点で事業を展開してい
る。

8

ITAUSA-
INVESTIMENTOS
ITAU-PR

（インベスティメントス・イ
タウ、優先株）

2.98%

【消費・金融】
金融を中心に、不動産、建設資材、通信、化学など幅広い事業分野を手掛ける総合持株会
社。傘下企業を通じて、中南米をはじめ北米や欧州各国など世界各地で事業を展開する。

9
PDG REALTY SA
（ＰＤＧレアルティ）

2.82%

【インフラ】
ブラジルの多くの都市において住宅用不動産や商業用不動産の開発などに加え不動産仲介
事業などを行っているほか、不動産関連会社への投資を通じて業容拡大を行っている。住宅用
不動産に関して、同社は中低所得者層を中心に事業を拡大しており、ブラジルの住宅需要の
高まりから今後の成長が期待される。

10
GERDAU SA-PREF
（ゲルダウ、優先株）

2.75%

【製造業】
近年Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）を駆使して、世界でも有数の鉄鋼企業に成長。鉄鉱石を原材
料とする高炉、スクラップを原材料とする電炉の両方を持ち、用途は高速道路、橋梁、鉄道など
のインフラから自動車、家電など多岐にわたる。

■コメント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。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

組入上位銘柄（2011年1月11日現在）

ブラデスコ ブラジル株式オープン

・比率は純資産総額に対する割合です。
・同一企業体であっても株式種別（普通株、優先株、ＡＤＲなど）が異なるものは別銘柄として表示しています。
・テーマはブラデスコ・アセットマネジメントが独自に分類したものです。

【臨時レポート】　2011年01月12日
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ブラデスコ ブラジル株式オープン

ファンドの特色

・ブラジルの株式（預託証書（ＤＲ）
※
を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざします。

 ※預託証書（ＤＲ）とは、Depositary Receiptの略で、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。
    株式と同様に金融商品取引所等で取引されます。

・主として、ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、ブラジルの株式に投資を行います。
・運用にあたっては、ブラジルの経済成長を支える5つのテーマ（資源・エネルギー、消費・金融、インフラ、農業・食料、
 製造業）に着目します。
・ブラデスコ・アセットマネジメントにマザーファンドにおける株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。

当資料のご利用にあたっての注意事項等

商品概要

【お申込不可日について】2011年の該当日は1月17日、1月25日、2月21日、3月7日、3月8日、4月21日、4月22日、5月30日、6月23日、7月4日、9月5日、9月7日、10

月12日、11月2日、11月11日、11月15日、11月24日、12月26日、12月30日です。なお、休業日は変更される場合があります。

《お申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》

信託期間 ： 2010年2月9日から2020年1月10日まで

ただし、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。

決算日 ： 原則として、毎年1・7月の10日（休業日の場合は翌営業日）

参考指数 ： ＩＢｒＸ（円換算ベース）

お買付け申込み・

中途換金

： 原則として、いつでもお買付申込み、換金のお申込みができます。ただし、サンパウロ、ニューヨーク証券取引所の休業日およびサンパ

ウロ、ニューヨークの銀行の休業日に該当する日については、お買付・中途換金のお申込みができません。

申込価額 ： 申込受付日の翌営業日の基準価額

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

■申込時に直接ご負担いただく費用

  申込手数料 ： 申込価額×3.15％（税抜3％）を上限として販売会社が定める手数料率

■換金時に直接ご負担いただく費用

  信託財産留保額 ： なし

■保有期間中に間接的にご負担いただく費用

  信託報酬 ： 純資産総額に対して、年率1.869％（税抜1.78％）

  その他費用(*) ： 売買委託手数料、租税※、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等

※海外からのブラジル株式投資について、株式購入時に発生する為替取引に対して、ファンドの信託財産を通じて間接的に

   金融取引税を負担いただくことになります。

  (*)「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《課税関係》個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。

なお、法人の課税は異なります。また、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。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／金融商品取引業者以外の金
融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。／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。／投資信託の取得のお申込
みを行う場合は、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。／投資信託は、書面による
契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。／運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
■当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために三菱ＵＦＪ投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。／当資料の内容
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。／当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・完全性を保
証するものではありません。／当資料中のグラフ・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。
■市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式市場の相場変動により組入株式の価格が下落すること、組入株式の発行者の
倒産や財務状況の悪化等の影響により組入株式の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、
実質的に外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されて
いるものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。当ファンドの主な投資リスクとして、組入株式の価格
変動リスクや為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク等があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「基本情報　Ⅲ リスク」をご覧ください。

設定・運用 …三菱ＵＦＪ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 （社）投資信託協会
 　　　　　　（社）日本証券投資顧問業協会

  ＜お客様専用フリーダイヤル＞ 0120-151034（毎営業日の9：00～17：00）
  ＜オフィシャルサイト＞　                           http://www.am.mufg.jp/
     基準価額・分配金をメール配信　             http://k.m-muam.jp/a/1/3
    （＊メール配信対象外ファンドもあります。）
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ブラデスコ ブラジル株式オープン

当ファンドにかかるリスクについて

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンド
のリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

市場リスク

信用リスク

流動性リスク

（価格変動リスク）
当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としており、株式の投資に係る価格変動リスクを
伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して
変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落
により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
（為替変動リスク）
実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産ですので、為替変動の影響を受けま
す。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投
資元金を割り込むことがあります。

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券
等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等
の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
ことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式
の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない
可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことが
あります。

留意事項

・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに
売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。当該銘柄が
大きく下落した場合、ファンドの基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことが
あります。
・海外からのブラジル株式への投資について、株式購入時に発生する為替取引に対し金融取
引税が課税され、当ファンドでは基準価額の引き下げ要因となります。なお、今後税制および
税率は変更される場合があります。

カントリーリスク

新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場
合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まることがあります。
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ファンド名称：ブラデスコ ブラジル株式オープン

 商号  登録番号等  加入協会

 株式会社　常陽銀行
 登録金融機関  日本証券業協会／（社）金融先物取引業協会

 関東財務局長（登金）第45号  

 株式会社　三菱東京ＵＦＪ銀行
 登録金融機関  日本証券業協会／（社）金融先物取引業協会

 関東財務局長（登金）第5号  

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
 登録金融機関  日本証券業協会／（社）金融先物取引業協会

 関東財務局長（登金）第33号  

 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会／（社）日本証券投資顧問業協会／

 関東財務局長（金商）第2336号  （社）金融先物取引業協会

販売会社情報一覧表
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