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運用状況

・基準価額および分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。

・分配金再投資基準価額は、決算時に収益分配があった場合にその分配金（税引前）を再投資したものとして算出した収益率に基づきます。

・基準価額および分配金再投資基準価額は、設定日前営業日（2008年1月30日）における値を10,000円として指数化しております。
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（円）

※基準価額は、10,000口当たりです。
11,266円   2008年8月8日
4,179円   2016年6月28日

　
純資産総額

年率0.945%（税抜0.90%）

設定来安値

前月末比
-8円

729百万円 -31百万円
設定来高値

設定日
当初設定元本

基準日
基準価額

2008年1月31日
1,251百万円

2017年9月29日
4,686円

償還日
信託報酬率

2017年12月17日 原則毎月17日決算日

追加型投信／海外／その他資産（通貨）／特殊型

設定来 -2.9%

2.1%
1年
3年
5年

1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月 3.5%

15.0%

1.1%

10年
28.7%

0.3%
ファンド

◆分配等実績◆期間別騰落率 (分配金は10,000口当たり、税引前)

（期間：2008年1月30日～ 2017年9月29日) ベンチマーク：なし

30円2015/11/17 2016/11/17
20円2015/12/17 2016/12/19

分配金決算期 日付 分配金
30円2015/10/19 2016/10/17

決算期 日付
第93期 38円 第105期

32円 第107期
第94期 38円 第106期
第95期

第97期 32円 第109期 20円2016/02/17 2017/02/17
第96期 32円 第108期 20円2016/01/18 2017/01/17

第99期 32円 第111期 20円2016/04/18 2017/04/17
第98期 32円 第110期 20円2016/03/17 2017/03/17

第101期 30円 第113期 20円2016/06/17 2017/06/19
第100期 32円 第112期 20円2016/05/17 2017/05/17

第115期 20円2016/08/17 2017/08/17
第102期 30円 第114期 20円2016/07/19 2017/07/18

4,494円設定来分配金累計額
第104期 30円 第116期 20円2016/09/20 2017/09/19
第103期 30円

新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）

◆運用実績 －ファンドの基準価額と純資産総額の推移－

ファンドの騰落率は、分配金再投資基準

価額より算出しており、実際の投資家利

回りとは異なります。

愛称：セレクトファイブ
Monthly
Report

(億円)

設定来高値および設定来安値にて、各々、同一の基準価額が複数存在する場合、直近の日付を表示しています。
運用実績および分配実績は、過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
当資料の作成において、投資信託説明書（交付目論見書）に記載する運用実績とは作成基準が異なる場合があります。
そのため、両者の表記内容が一致しないことがあります。

後述の「本資料の注意事項」を必ずお読みください。
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資産組入状況

国名 通貨名 国の格付け
トルコ リラ BB+

南アフリカ ランド BBB-
メキシコ ペソ A
ブラジル レアル BB
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ルピア BBB-
インド ルピー BBB-

フィリピン ペソ BBB
ポーランド ズロチ A-

追加型投信／海外／その他資産（通貨）／特殊型

新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）
愛称：セレクトファイブ

Monthly
Report
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◆ポートフォリオの状況 ※組入比率は純資産総額に対する比率を表示しています。
※ユーロ円債の性質

選定された５カ国の通貨へおおむね均等に投資した際に得られる
想定収益率に債券の価格がおおむね連動する事を目指します。

◆連動対象通貨別の基準価額の変動要因分解の推移

表中の基準価額の変動要因分解は概算値であり、傾向を説明する為の参考値です。
（注）基準価額の変動要因分解は、

① 当ファンドの基準価額とその変化

② 各通貨の為替の変化
③ 各通貨のユーロ円債中の組入比率とその変化

等を参考にして、

アセットマネジメントOneが要因の分解を行い、以下の数値を算出したものです。

（A） 為替要因による変化額

（B） その他の要因による変化額
(クーポン相当額による要因及び金利変動要因等)

（C） 信託報酬等による変化額
（D） 分配金による変化額

≪ご参考≫
「候補対象国の通貨名、格付け」

※国の格付けは、S&P グローバル・レーティング（S&P）の
該当国の自国通貨建て長期債務格付けを表示しています。

「候補対象国の金利水準」（当月末の６ヵ月金利）

※「候補対象国の金利水準」（当月末の６ヵ月金利）は、為替の先物市場での取引価格から、逆算して求めた理論値を表示しています。

出所：情報提供会社データを基にアセットマネジメントOneが作成。

連動対象通貨名/要因

トルコリラ -9円

ブラジルレアル 16円

南アフリカランド -16円

メキシコペソ -1円

インドルピー -2円

（A）　為替要因の小計

（B）　その他の要因

（C）　信託報酬等

（D）　分配金

合計（基準価額の前月末比）

-20円

-8円

変化額

29円

-12円

-6円

ユーロ円債 95.3%

その他資産 4.7%

後述の「本資料の注意事項」を必ずお読みください。
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運用コメント
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-0.9%

1.6%

-1.7%

-0.1%

-0.2%当月の為替の騰落率（対円）

当月の為替の騰落率（対円）

当月の為替の騰落率（対円）

　インドルピーは、対円でおおむね横ばいとなりました。8月の消費者
物価指数（前年同月比）は前月の2.4％から3.4％となり、8月の卸売
物価指数（前年同月比）は前月の1.9％から3.2％となりました。上記
の理由から円安が進行したことが上昇要因となった一方で、景気刺
激策の発表を受けた財政赤字の拡大懸念などが下落要因となりまし
た。

　ブラジルレアルは、対円で上昇しました。7月の小売売上高（前年同
月比）は前月とほぼ同水準の3.1％となり、7月の鉱工業生産（前年
同月比）は前月の0.5％から2.5％となりました。上記の理由から円安
が進行したことなどがブラジルレアルの上昇要因となりました。なお、
9月6日（現地時間）にブラジル中銀は政策金利を9.25％から8.25％
へ引き下げました。

当月の為替の騰落率（対円）

当月の為替の騰落率（対円）

　南アフリカランドは、対円で下落しました。8月の消費者物価指数
（前年同月比）は前月とほぼ同水準の4.8％となり、7月の小売売上
高（前年同月比）は前月の3.2％から1.8％となりました。市場予想を
下回る経済指標の発表が相次いだことなどが南アフリカランドの下落
要因となりました。

　メキシコペソは、対円でおおむね横ばいとなりました。8月の消費者
物価指数（前年同月比）は前月の6.4％から6.7％となり、7月の鉱工
業生産（前年同月比）は前月の-0.3％から-1.6％となりました。上記
の理由から円安が進行したことがメキシコペソの上昇要因となった一
方で、メキシコ市近郊で大地震が発生したことが下落要因となりまし
た。

　トルコリラは、対円で下落しました。8月の消費者物価指数（前年同
月比）は前月の9.8％から10.7％となり、7月の鉱工業生産（前年同月
比）は前月の3.4％から14.5％となりました。隣国のクルド人自治区で
トルコなどの反対を押し切り、独立の是非を問う住民投票が行われ
たことなどがトルコリラの下落要因となりました。

追加型投信／海外／その他資産（通貨）／特殊型

新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）
愛称：セレクトファイブ

Monthly
Report

◆連動対象通貨別の為替の動きについて移

◆当月の新興国通貨の動きについて

北朝鮮情勢に対する警戒感の後退などが円安要因となりましたが、各国特有の要因により新興国通貨はまちまちの展開とな

りました。

◆お知らせ
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後述の「本資料の注意事項」を必ずお読みください。

出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOneが作成。

今月のお知らせはありません。



 ■ファンドの特色
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 当ファンドは、公社債（特にユーロ円債）などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、ユーロ円債への投資を通じて、実質

 的に新興国の短期金利および通貨に投資した際に得られると想定される投資成果（短期金利収入および為替変動）を享受することを目指しており、実質的に為替変

 動の影響も受けます。したがって、投資者の皆さまの投資元金は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。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではなく、上記以外に「銘柄集中リスク」、「流動性リスク」などがあります。

 新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）は、一定の性質を有する国内外の高格付けの公社債、特にユーロ円建て債券（以下「ユーロ円債」といいます。）に投資を

 行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。

  １．新興国の5つの高金利通貨を実質的な投資対象とします。

  ◆新興国の中から、短期金利（6ヵ月金利
※

）の水準が相対的に高い5ヵ国の通貨に実質的に均等分散投資を行います。

  ※6ヵ月金利は、為替市場での取引価格から算出したものを基準とします。（以下同じ。）

  ◆当ファンドは、上記の目的を達成するために、新興国の中から選定した5ヵ国の通貨（以下「連動対象通貨」といいます。）へおおむね均等に投資した際に得られる

     と想定される収益率
※

（短期金利収入と為替変動）に債券の価格がおおむね連動することを目指す性質を有するユーロ円債を主要投資対象とします。

　※当該収益率は、各連動対象通貨の発行国（以下「連動対象通貨国」といいます。）の6ヵ月金利の加重平均値による収益率と、各連動対象通貨の対円での為替変

     動率の平均値による収益率とをあわせた収益率とし、以下「想定収益率」といいます。

　◆ユーロ円債の組入比率は高位を保つことを基本とします。

　◆連動対象通貨（実質的な為替変動リスク）に対する為替ヘッジは行いません。

　２．毎月17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継続的な収益分配を行うことを目指します。

  ◆分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。以下同じ。）等の全額とします。

  ◆分配金額は、継続的な収益分配を行うことを目指し、委託会社が上記の分配対象収益の範囲のうち配当等収益の額および基準価額の水準、市況動向等を勘案

　　 して決定します。

　◆売買益等については、原則として毎年6月および12月の決算時に分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合ならびに委託会社が基準価額の水準、市況

　　 動向等を勘案したうえで、分配を見送る場合があります。

  ◆収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

  ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

(390080)

後述の「本資料の注意事項」を必ずお読みください。

信用リスク

当ファンドでは、原則としてゴールドマン・サックス・インターナショナルが発行するユーロ円債に投資を行いますので、当該発行体が財政難、経営不振、その他の理

由により、クーポン（利払金）や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合またはその可能性が高まった場合には、当ファンドの基準価額

が下落する要因となります。

為替変動リスク

当ファンドでは、直接外貨建資産には投資を行いませんが、新興国の通貨の中から選定された6ヵ月金利の水準が相対的に高い5ヵ国の通貨（連動対象通貨）にお

おむね均等に投資した際に得られる想定収益率に債券の価格がおおむね連動することを目指す性質を有するユーロ円債に投資を行うため、各連動対象通貨の対

円での外国為替相場のいずれかまたは全てが円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

金利変動リスク

当ファンドはユーロ円債への投資を通じて、各連動対象通貨におおむね均等に投資した際に得られる想定収益率を享受することを目指しているため、選定した5ヵ国

の金利（特に短期金利）のいずれかまたは全てが上昇した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

カントリーリスク

連動対象通貨国の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。

■基準価額の変動要因

■追加的記載事項〔当ファンドの価格変動（想定損失率（額)を含む）について〕
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■収益分配金に関する留意事項

(390080)

後述の「本資料の注意事項」を必ずお読みください。

分配金と基準価額の関係（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

※上図はイメージであり、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。

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）の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

投資信託の分配金は、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。

投資信託で分配金が
支払われるイメージ

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。

（注）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。

分配準備積立金 ： 期中収益（①+②）のうち、当期の分配金として支払われず信託財産内に留保された部分をいい、次期以降の分配対象額となります。

収 益 調 整 金 ： 追加型株式投資信託において、追加設定により既存投資者の分配対象額が減らないよう調整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。

普通分配金

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金支払後

基準価額

個別元本

投資者の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

分配金支払後

基準価額
個別元本

*500円
（③＋④）

10,500円

前期決算日

*分配対象額
500円

※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。

*80円

*420円
（③＋④）

10,400円

10,300円

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

*80円を
取崩し

*分配対象額
420円

配当等収益
①20円

100円

分
配
金

*500円
（③＋④）

10,500円

*450円
（③＋④）

期中収益
（①＋②）

50円

10,550円

10,450円

前期決算日 当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

*分配対象額
500円

*50円を
取崩し

*分配対象額
450円

100円

分
配
金

分配金

*50円
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購入単位 販売会社が別に定める単位
※詳細は販売会社までお問い合わせください。

購入価額 購入申込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しています。）

購入代金 販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。

換金単位 １万口単位または１口単位
※換金単位は、販売会社およびお申込コースにより異なる場合があります。また、販売会社によっては換金単位を別に設定する場合があります。

換金価額 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金 換金請求受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として営業日の午後３時までに販売会社の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。

購入・換金申込

不可日
申込日がニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日にあたる場合は購入・換金のお申込みの受付けはいたしません。なお、２０１７年１２月１１日か
ら２０１７年１２月１５日については換金のお申込みの受付けはいたしません。

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の換金請求には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

換金の請求金額が多額な場合の換金のお申込み、および取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、非常事態（金融危機、重大な政策

変更や資産凍結等を含む規制の導入、クーデター等）による市場の閉鎖等その他やむを得ない事情（ユーロ円債の計算代理人が当該ユーロ円債の価格算出の基

となる各為替レートおよび各金利について提示ができない場合を含みます。）があるときの購入・換金のお申込みについては、お申込みの受付けを中止するこ

と、およびすでに受け付けたお申込みの受付けを取り消すことがあります。

信託期間 ２０１７年１２月１７日まで（２００８年１月３１日設定）

繰上償還
委託会社は次のいずれかの場合、事前に投資者（受益者）の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させることが

あります。

・この信託契約を解約することが投資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。

・信託契約の一部解約により、受益権の口数が２０億口を下回ることとなるとき。

決算日 毎月１７日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年１２回の毎決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

※「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つの購入方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場

  合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

購入時手数料 購入価額に対して、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

※手数料率の上限は３．２４％（税抜３％）です。

信託財産留保額 １口につき、換金請求受付日の翌営業日の基準価額に対して、０．５％の率を乗じて得た額

運用管理費用
（信託報酬）

運用管理費用＝日々の純資産総額×信託報酬率（年率０．９７２％（税抜０．９％））

※運用管理費用は毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

その他の費用・
手数料

以下のような費用・手数料等が投資者の保有期間中、そのつど（監査費用は日々）かかります。
信託財産に関する租税／監査費用／信託事務の処理に要する諸費用／外国における資産の保管等に要する費用／組入有価証券の売買時の売買委託手数料　等

※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるため、あらかじめ当該費用等（上限額等を含む）を表示することがで

　きません。

【ご参考：ユーロ円債の運用管理費用】
当ファンドが投資するユーロ円債の価格には以下のコストが反映されています。

・ユーロ円債の価格に対して年０．９％以内の率を乗じた額

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

＜ファンドの費用＞

投資者が直接的に負担する費用

上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

後述の「本資料の注意事項」を必ずお読みください。

■ファンドの費用・税金

■お申込みメモ

＜税金＞

個人の投資者（受益者）の場合、普通分配金および換金時・償還時の差益に対して課税されます。

※詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

※少額投資非課税制度をご利用の場合、非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(390080)



７／７

加入している金融商品取引業協会を○で示しています。　　

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 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○ □

大熊本証券株式会社 金融商品取引業者　九州財務局長（金商）第1号 ○

八十二証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第21号 ○ ○ □

ふくおか証券株式会社 金融商品取引業者　福岡財務支局長（金商）第5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 ○ ○ ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第8号 ○ □

株式会社大垣共立銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第3号 ○ ○ □

株式会社大東銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第17号 ○ □

株式会社中国銀行 登録金融機関　中国財務局長（登金）第2号 ○ ○ □

株式会社筑波銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第44号 ○ □

 ■　販　売　会　社 登録番号等
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

備
考

※上記の表は、アセットマネジメントOne株式会社が基準日時点で知りうる信頼性が高いと判断した情報等から、細心の注意を払い作成した

  ものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
※備考欄の「□」は、現在、当ファンドの新規の募集・販売を停止している販売会社を示しています。

※お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

◆委託会社　アセットマネジメントOne株式会社　　　　　　　　
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第324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

信託財産の運用指図等を行います。

◆受託会社　みずほ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。

 ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/

※お客さまの口座内容などに関するご照会は、お申込みされました販売会社にお尋ねください。

◆ファンドに関するお問い合わせ先　アセットマネジメントOne株式会社　
　コールセンター　０１２０－１０４－６９４

 （受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

(390080)

本資料は、アセットマネジメントOne（以下、当社といいます）が投資信託の運用状況および関連するリスクや費用等の情報をお知らせするために作

成した販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。本資料の作成にあたり、当社は、情報の正確性等について細心の注意を払って

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。本資料中の運用状況に関するグラフ、図表、数値および市場環境や運用方針等

は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動、運用成果等を保証するものではなく、また将来予告なしに変更される場合もあります。投資信

託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券などの値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、

元金が保証されているものではなく、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等を要因として、基準価額の下落により損失が生じ、

投資元金を割り込むことがあります。運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者（受益者）の皆さまに帰属します。投資信託は、

預金商品、保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基

金の対象ではありません。投資信託をお申込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）および注意喚起文書等をあらかじめ、また

は同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りになり、投資信託説明書（交付目論見書）および注意喚起文書等の内容をよくお読みいただきご確

認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

【本資料の注意事項】


