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ポートフォリオ構築のお知らせ
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平素は「先進国ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-05」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
本資料では、足下の市場環境と2016年5月31日に設定された「先進国ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）
2016-05」の2016年6月29日のポートフォリオの状況等をお伝えいたします。今後も引き続き、当ファンドをご愛顧
賜りますようお願い申し上げます。

Fund Report ／ファンドレポート

単位型投信／内外／債券
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ファンド情報提供資料／データ基準日2016年6月29日

■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。

先進国ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-05のポートフォリオ（2016年6月29日）

※本資料は「先進国ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-05」のポートフォリオ構築を受益者のみなさまにお知らせするために作成したものです。
※本資料は、ＢＮＰパリバ アセットマネジメント エス・エイ・エスのデータ、コメントをもとに三菱ＵＦＪ国際投信が作成しています。

ポートフォリオの特性

通貨別比率 国別比率

＊1 終利回り、平均残存年数は、個別債券ごとに、繰上償還条項が付与されている銘柄は原則として
直近の繰上償還日、または償還日を使用して計算していますが、一部の銘柄については運用委託先
が想定する繰上償還日を使用して計算しています。

＊2 平均格付けとは、基準日現在で当該ポートフォリオ組み入れられている有価証券に係る信用格付け
を加重平均したものであり、当該ファンドに係る信用格付けではありません。

・ 平均残存年数は、各銘柄の残存年数をポートフォリオを構成する純資産総額に対する比率で加重平均
したものです。

※「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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・格付けは原則、Ｓ&Ｐ（スタンダード・アンド・プアーズ）社、Ｍｏｏｄｙ`ｓ（ムーディーズ・インベスターズ・サービス）社、Ｆｉｔｃｈ（フィッチ・レーティングス）社の格付け
を採用しています。複数社の格付けがある場合は、原則として高い方を採用しています。

・上記各比率は現物債券評価額に対する割合です。
・四捨五入の関係で上記の数値を合計しても100％にならないことがあります。
・金融におけるG-SIFIs比率は100%です。

終利回り＊1 3.7%

平均残存年数＊1 2.8年

平均格付け＊2 BBB
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■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。

組入上位10銘柄

・格付けは原則、Ｓ&Ｐ社、Ｍｏｏｄｙ`ｓ社、Ｆｉｔｃｈ社の格付けを採用しています。複数社の格付けがある場合は、原則として高い方を採用しています。
・上記組入比率は純資産総額に対する割合です。
・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。

（2016年6月29日現在）

2/4

先進国ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）2016-05

2016年初来の市場環境とポートフォリオ構築の状況

今後の見通し・運用方針

先進国ハイブリッド証券（劣後債および優先証券等）市況は、2016年初から2月にかけて、ドイツ銀行の赤字決
算発表等をきっかけに、欧州の金融機関に対する信用懸念が高まったこと、原油価格が下落したこと等を背景に
下落しました。その後、設定日（2016年5月31日）にかけては、3月にＥＣＢ（欧州中央銀行）が資産買い入れ規
模の拡大等の追加金融緩和策を発表したこと等を背景に、投資家心理が改善し上昇しました。

設定日以降は、ＥＵ離脱の是非を問う英国の国民投票等を巡り、先進国ハイブリッド証券市況は値動きの大きい
展開となりました。主に先進主要国の金利低下を受けてプラスとなったものの、スプレッド（国債との利回り格差）の
拡大（債券価格の下落要因）等がマイナスに影響しました。

以上のような市況環境の中、当ファンドでは、日本を含む先進国の金融機関および事業会社が発行するハイブ
リッド証券の中から、市場環境、発行体の信用状況、個別銘柄の流動性等を勘案して、ポートフォリオの構築を行
いました。その結果、6月29日時点の債券の組入比率は98.7％（純資産総額対比）となっています。

世界的な低金利環境を背景に高利回り資産を求める投資家需要が先進国ハイブリッド証券市況を下支えする
要因になると考えています。

金融機関が発行するハイブリッド証券については、バーゼルⅢ（金融機関の自己資本の「質」と「量」の強化を目
的とした新たな自己資本比率規制）の導入等を受け、自己資本を強化する動きが強まり、資本算入要件を充たさ
なくなった銀行のハイブリッド証券は繰上償還されやすい状況にあると考えています。

事業会社が発行するハイブリッド証券については、相対的な利回り水準の高さ等が投資家にとって魅力的である
と見ていること等から、底堅く推移すると考えています。加えて、ＥＣＢの資産購入プログラム等が支援材料になる
と見ています。

今後については主に信託期間内に償還または繰上償還可能日を迎える銘柄に投資を行い、原則として償還ま
で保有する現状のバイ・アンド・ホールド戦略を基本として、信託期間終了までに主として利子収益の確保をめざ
す方針です。

※「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。

発行体名 国名 業種 格付け 組入比率

1 アイエヌジーバンク オランダ 金融（銀行） A 4.8%

2 プルデンシャル 英国 金融（保険） A- 4.7%

3 クレディ･アグリコル フランス 金融（銀行） BBB- 4.7%

4 エンジー フランス 公益 BBB+ 4.7%

5 アクサ フランス 金融（保険） BBB+ 4.7%

6 ウェルズ・ファーゴ 米国 金融（銀行） BBB 4.7%

7 アリアンツ ドイツ 金融（保険） A+ 4.7%

8 アクサ フランス 金融（保険） A- 4.7%

9 オランジュ フランス 通信 BBB- 4.7%

10 フランス電力 フランス 公益 BBB 4.7%



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

組入債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。
一般に市場金利が上がると、債券価格は下がり、基準価額が値下が
りする要因となります。債券価格の変動は残存期間やクーポンレート
などにより影響が異なりますが、一般に債券の残存期間が長いほど
大きくなる傾向があります。

信用リスク

組入有価証券等の価格は、その発行体等の信用状況の影響を受
けます。発行体等の経営、財務状況の悪化や悪化の懸念が生じる
と、組入有価証券等の価格は下落し、基準価額が値下がりする要
因となります。また、その組入有価証券等の利払いや償還金の支払
いが滞ること、組入有価証券等自体の価値がなくなることもあります。
＜金融機関の実質的な破たんに関するリスク＞
金融機関の破たん処理等に関し、株主だけでなく債権者にも損失負
担を求める措置（ベイル・イン）に関する法制度が導入される国・地
域においては、金融当局等が実質的に破たんしているとみなした金
融機関について、劣後債や優先証券、普通社債等についても元本
が削減される等、損失吸収措置がとられる可能性があり、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。

流動性リスク

組入有価証券等を売買しようとする際に、市場に十分な需要や供給
がない場合や、取引規制等により取引が制限されている場合には、
市場実勢から期待されるより不利な価格での取引を行わざるを得な
いことがあります。また、必要な売買の一部またはすべてを行うことが
できないこともあります。

上記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。

組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低
減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありませ
ん。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より
低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなり、基準価額
の変動要因となります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
相当分のヘッジコストとならない場合があります。

為替変動リスク

低格付債券への投資リスク

ファンドは、格付けの低い投資適格未満の普通社債、ハイブリッド証券
等に投資する場合があり、格付けの高い公社債への投資を行う場合
に比べ、金利変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があり
ます。
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ハイブリッド証券（劣後債および優先証券等）
固有のリスク

＜法的弁済順位の劣後＞
一般的にハイブリッド証券の法的弁済順位は株式に優先し、普通社
債に劣後します。したがって、発行体が経営破たん等に陥った場合、
普通社債等の元利金が支払われてもハイブリッド証券は元利金の支
払いを受けられないことがあります。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、ハイブリッド証券の価値が大きく減少す
ること、また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。さらに、ハイブリッド証券は、一般的
に同一発行体の普通社債と比較して低い格付けが格付機関により付
与されています。
＜繰上償還延期・前倒し＞
一般的にハイブリッド証券には、繰上償還（コール）条項が付与されて
おり、その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。
繰上償還されることを前提として取引されている証券もあり、これらの
証券が市場で予想されていた期日に繰上償還が実施されない場合、
あるいは実施されないと見込まれる場合、また市場で予想されていた
期日以前に償還される場合には、当該証券の価格が大きく下落する
ことがあります。
＜利息、配当の繰り延べまたは停止＞
利息または配当の支払い繰り延べ条項を有するハイブリッド証券は、
発行体の財務状況や収益動向等の要因によって、利息または配当
の支払いが繰り延べまたは停止される可能性があります。この場合、
期待される利払いや配当が得られないこととなり、ハイブリッド証券の
価格が下落する可能性があります。
＜株式等への転換＞
一部のハイブリッド証券には、発行体の判断で実質的に株式等に転
換する条項が付与されている場合があります。これらの証券が転換さ
れる、または転換されると見込まれる場合には、当該証券の価格が
大きく下落することがあります。
＜制度変更等＞
将来、ハイブリッド証券にかかる税制の変更や、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、税制上・財務
上のメリットがなくなるか、または著しく低下する等の事由により、投資
成果に悪影響を及ぼす可能性があります。

ハイブリッド証券（劣後債および優先証券等）への投資には次のような
特徴があり、金利変動・信用・流動性の各リスクは普通社債への投資
と比較して相対的に大きいものとなります。
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ファンドの目的・特色
■ファンドの目的
日本を含む先進国の金融機関および事業会社が発行するハイブリッド証券（劣後債および優先証券等）等を主要投資対象とし、主として利
子収益の確保をめざします。
■ファンドの特色
・日本を含む先進国の金融機関および事業会社が発行するハイブリッド証券（劣後債および優先証券等）等を主要投資対象とします。
・信託期間が約4年の単位型の投資信託です。信託期間内に償還または繰上償還可能日を迎えるハイブリッド証券等に投資を行い、原則

として償還まで保有します。

・外貨建資産については、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。
・債券等の運用にあたっては、ＢＮＰパリバ アセットマネジメント エス・エイ・エスに運用指図に関する権限を委託します。

・年1回の決算時（5月24日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。（初回決算日は、2017年5月24日です。）
原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。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。また、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。

投資リスク

■基準価額の変動要因

※「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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換金制限
ファンドの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。

換金の申込締切時間
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
時

申
込
に
つ
い
て

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から信託財産留保額を差引
いた価額
※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
次のいずれかに該当する日には、換金はできません。
・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、パリの銀行の休業日

換金申込受付の中止および取消し
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、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換金のお申込みの受付を取消すことが
あります。

そ
の
他

課税関係
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
不参入制度の適用はありません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、運用管理費用（信託報酬）は毎計算期間を 初の6ヵ月とその翌日から計算期末までに区分し
た各期間の末日ならびに換金時または償還時に、監査費用は毎計算期間の6ヵ月終了日および毎決算時または償還時に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、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。

お申込みメモ

◎お客さまが直接的に負担する費用

換
金
時

保
有
期
間
中

購入時
手数料

2016年5月31日以降の購入のお申し込みはできませ
ん。

運用管理
費用

(信託報酬)

信託財産
留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％をか
けた額
※償還時には、信託財産留保額はかかりません。

日々の純資産総額に対して、年率1.1124％（税抜
年率1.0300％）をかけた額

◎お客さま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

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われる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
※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。

購
入
時

ファンドの費用

そ
の
他

信託期間
2020年5月22日まで（2016年5月31日設定）

繰上償還
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。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・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
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 加入協会

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
 株式会社　三菱東京ＵＦＪ銀行

 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 関東財務局長（登金）第5号

 商号  登録番号等

 登録金融機関

 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

 金融商品取引業者  日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／

 関東財務局長（金商）第2336号  一般社団法人金融先物取引業協会／

 日本証券業協会／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

 関東財務局長（登金）第5号

 株式会社　三菱東京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

加入協会：一般社団法人投資信託協会

設定・運用は …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

一般社団法人日本投資顧問業協会

決算日
毎年5月24日（休業日の場合は翌営業日）
※初回決算日は2017年5月24日

収益分配
年1回の決算時に分配を行います。

本資料に関してご留意頂きたい事項

手続・手数料等

販売会社情報一覧表

■本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■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。■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。


