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⽶国ハイイールド債券ファンド

第115期〜第117期（2019年4⽉13⽇〜2019年7⽉12⽇）の運⽤状況

■第115期〜第117期の運⽤概況
■投資環境（2019年3⽉末〜2019年6⽉末）
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■第115期〜第117期の運⽤概況
第117期（決算⽇：2019年7⽉12⽇）における分配⾦落ち後の基準価額は、円コースが7,764円、⽶ドルコー

スが6,520円、豪ドルコースが3,736円、南アフリカランドコースが4,005円、ブラジルレアルコースが2,698円となりました。
なお、当該期間中、毎決算⽇に収益分配を⾏いました。各期の分配⾦額は、収益分配⽅針に基づき、配当等

収益の⽔準、基準価額の⽔準および市況動向等を総合的に勘案し決定しました。

【図表1】 第115期〜第117期の分配⾦実績の推移

※基準価額は1万⼝当たり、信託報酬控除後の価額です。換⾦時の費⽤・税⾦などは考慮していません。
※分配⾦実績は、1万⼝当たりの税引前分配⾦を表⽰しています。
※運⽤状況によっては分配⾦が変わる場合、あるいは分配⾦が⽀払われない場合があります。上記は過去の実績であり、将来の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。
※上記は過去の運⽤実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

円コース ⽶ドルコース 豪ドルコース 南アフリカランドコース ブラジルレアルコース

※巻末の当資料の注意事項を必ずお読みください。
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※巻末の当資料の注意事項を必ずお読みください。

●円コース ●⽶ドルコース ●豪ドルコース
●南アフリカランドコース ●ブラジルレアルコース
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【図表2】 設定来の基準価額および純資産総額の推移＜2009年10⽉29⽇（各ファンド設定⽇の前営業⽇）〜2019年7⽉12⽇＞

※基準価額は1万⼝当たり、信託報酬控除後の価額です。換⾦時の費⽤・税⾦な
どは考慮していません。

※分配⾦再投資基準価額は、税引前の分配⾦を各ファンドに再投資したとみなして
計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

※上記は過去の運⽤実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではあ
りません。
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※巻末の当資料の注意事項を必ずお読みください。

●円コース ●⽶ドルコース ●豪ドルコース
●南アフリカランドコース ●ブラジルレアルコース
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※分配⾦実績は、1万⼝当たりの税引前分配⾦を表⽰しています。
※運⽤状況によっては分配⾦が変わる場合、あるいは分配⾦が⽀払われない場合があります。上記は過去の実績であり、将来の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。
※上記は過去の運⽤実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

【図表3】第117期決算⽇（2019年7⽉12⽇）
の分配⾦実績

【図表4】過去3年の分配⾦実績の推移
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※巻末の当資料の注意事項を必ずお読みください。

●円コース ●⽶ドルコース ●豪ドルコース
●南アフリカランドコース ●ブラジルレアルコース
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各ファンドは、相対的に⾼利回りの⽶国ハイイールド債を中⼼に投資を⾏い、⾼い利⼦収⼊の確保と値上がり益の
獲得を⽬指します。
⽶国ハイイールド債の利回りは⾜もとで6.42％と、先進国の公社債のなかでみると、⾼い利回り⽔準にあります。

■投資環境（2019年3⽉末〜2019年6⽉末）
各ファンドは、投資する外国投資信託を通して、「ハイイールド債へ投資」「為替取引の活⽤」「為替（レート）変動」

の3つの要素をリターン／リスクの源泉とすることで、安定した収益の確保と信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指します。
以下、それぞれの源泉別に投資環境についてご説明します。

【図表5】先進国の公社債の利回り⽔準

※2019年6⽉末時点
※⽇本国債：ICE BofAML・JAPAN・ガバメント・インデックス、先進国国債：ICE BofAML・グローバル・ガバメント・インデックス、⽶国国債：ICE BofAML・

US・トレジャリー・インデックス、先進国投資適格債：ICE BofAML・グローバル・コーポレート・インデックス、⽶国投資適格債：ICE BofAML・US・コーポレー
ト・インデックス、⽶国ハイイールド債：ICE BofAML・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・コンストレインド・インデックス、先進国ハイイールド債：ICE BofAML・
グローバル・ハイイールド・インデックス

※ICE Data Indices, LLC（「ICE Data」）、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、明⽰⼜は黙⽰のいずれかを問わず、インデックス、インデックス・
データ、及びそれらに含まれ、関連し、⼜は派⽣する⼀切のデータを含めて、商品性⼜は特定の⽬的若しくは使⽤への適合性の保証を含む⼀切の表明及び
保証を否認します。ICE Data、その関係会社⼜はそれらの第三者サプライヤーは、インデックス、インデックス・データ若しくはそれらの構成要素の適切性、正確
性、適時性⼜は完全性について、なんら損害賠償⼜は責任を負わず、インデックス、インデックス・データ及びそれらの全ての構成要素は、現状有姿において提
供されるものであり、⾃らの責任において使⽤いただくものです。ICE Data、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、アセットマネジメントOne（株）
⼜はその製品若しくはサービスを後援、推薦⼜は推奨するものではありません。（以降同じ）。

※各債券の利回りは、種別ごとに分類された債券の加重平均利回りです。残存年数やリスク、格付け等は異なりますので、⼀概には⽐較できません。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

ハイイールド債へ投資
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※巻末の当資料の注意事項を必ずお読みください。

●円コース ●⽶ドルコース ●豪ドルコース
●南アフリカランドコース ●ブラジルレアルコース
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※期間：2019年3⽉29⽇〜2019年6⽉28⽇（⽇次）
※2019年3⽉29⽇を100として指数化
※⽶国株式：S&P500種指数（配当込み）

⽶国国債：ICE BofAML・US・トレジャリー・インデックス
⽶国ハイイールド債：ICE BofAML・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・コンストレ

インド・インデックス
※S&P500種指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商

品であり、これを利⽤するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまた
はその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表す
る能⼒に関して、明⽰または黙⽰を問わずいかなる表明または保証もしません。また、
S&P500種指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても⼀切責任を負いま
せん。

出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

【図表6】⽶国ハイイールド債市場等の
値動き（累積リターン）の推移

【図表7】⽶国ハイイールド債の累積リターンの内訳推移

直近3ヵ⽉（2019年4⽉〜2019年6⽉）の⽶国ハイイールド債市場は、上昇しました。
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※期間：2019年3⽉29⽇〜2019年6⽉28⽇（⽇次）
※「累積利⼦収⼊（税引前）」と「累積価格変動」（以下「各内訳」）は、「累積リ

ターン」の変動要因を⽰したもの。各内訳は、ICE BofAML・US・キャッシュ・ペイ・
ハイイールド・コンストレインド・インデックスの⽇次変化率に占める各内訳の⽇次
変化率を累積したもので、各内訳を累積する計算過程で差異が⽣じるため、
各々の合計は累積リターンとは⼀致しません。

※⽶国ハイイールド債：ICE BofAML・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・コンストレ
インド・インデックス

4⽉の⽶国ハイイールド債市場は、上昇しました。⽶中の⼀部経済指標の改善などに伴うリスク選好の動
きや、原油価格の上昇などが上昇要因となりました。対⽶国国債スプレッドは、縮⼩しました。

5⽉の⽶国ハイイールド債市場は、下落しました。⽶中貿易摩擦の激化懸念が強まるなか、⽶国株式が
軟調に推移するなどリスク回避姿勢が強まったことや、原油価格の下落などが下落要因となりました。対⽶
国国債スプレッドは、拡⼤しました。

6⽉の⽶国ハイイールド債市場は、上昇しました。⽶連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測や欧
州中央銀⾏（ECB）のドラギ総裁が追加緩和の可能性を⽰唆したことなどを背景に、⽶国の国債利回
りが低下（価格は上昇）したことが上昇要因となりました。対⽶国国債スプレッドは、縮⼩しました。
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※巻末の当資料の注意事項を必ずお読みください。

●円コース ●⽶ドルコース ●豪ドルコース
●南アフリカランドコース ●ブラジルレアルコース
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2019年6⽉末時点では、各通貨の対⽶ドルの為替取引によるプレミアム（収益）／コスト（費⽤）の⽔準は、1

位：南アフリカランド、 2位：ブラジルレアル、 3位：豪ドル、4位：⽇本円の順となりました。
為替取引によるプレミアム／コストに⽶国ハイイールド債の利回りを加えた⽔準は、南アフリカランドにおいて、10％を

超える⾼い⽔準となりました。為替プレミアム／コストの推移についてはP.7、8をご参照ください。
なお、2019年3⽉末から2019年6⽉末までの期間では、豪州が政策⾦利を（6⽉：1.50%→1.25%）引き下げま

した。

注：上記「為替取引によるプレミアム／コスト」は、簡便法により計算した理論値であり、実際の値とは異なります。
また、実際の運⽤においては、⽶国ハイイールド債の利回りは上記利回りを下回る場合もあります。

※2019年6⽉末時点
※短期⾦利は⽇本円、⽶ドル：Libor1ヵ⽉物⾦利、豪ドル：BBSW（豪州銀⾏間取引⾦利）1ヵ⽉、南アフリカランド：ヨハネスブルグ・インターバンク・アグリード・レート1ヵ⽉、

ブラジルレアル：JPモルガンELMIプラス✳の利回り。
⽶国ハイイールド債：ICE BofAML・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・コンストレインド・インデックス。

✳JPモルガンELMIプラスとは、JPモルガン社が算出し公表している新興国の現地通貨建ての短期⾦融市場の収益率を表す指数で、主に新興国のNDF取引等を基に算出さ
れる指数です。JPモルガンELMIプラスに関する著作権等の知的財産その他⼀切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

※各通貨の合計値は、四捨五⼊のため、各項⽬の数値の合計と⼀致しないことがあります。
※ブラジルレアルなどの規制通貨では、機動的に外国為替予約取引を⾏うことができないため、原則としてNDFを活⽤します。その場合、NDFから想定されるブラジルレア
ルの短期⾦利は、需給や当該通貨に対する市場参加者の期待等により、ブラジルレアルの国内短期⾦利と⼤きく異なる場合があります。

※実際の為替取引によるプレミアム/コストは相場動向等により、各通貨の短期⾦利差と異なる場合があります。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

【図表8】各通貨の対⽶ドルの為替取引による
プレミアム／コスト

【図表9】⽶国ハイイールド債＋為替取引による
プレミアム／コスト

◆NDF取引は、外国為替予約取引に類似した取引で、ブラジルレアルなど、主に新興国通貨で利⽤されています。
◆ブラジルなどでは、為替市場が未成熟であったり、当局が国外での⾃国通貨の流通を制限しているなどの理由で、本国以外で

多額の⾃国通貨の保有、調達および決済などが難しいため、通常の外国為替予約取引が利⽤できません。
◆NDF取引では、通常の外国為替予約取引と違い、現物の受渡しをともなわない（ノン・デリバラブル）差⾦決済を⽶ドルなど

で⾏います。

ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引とは

為替取引の活⽤
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【図表10】⽇本円の短期⾦利の推移

為替（レート）変動

為替レートの変動は、円コースを除く各ファンドの基準価額に影響しました。

■円コースでは為替取引を⾏い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。

円コース

【図表11】⽶ドルの対円為替レート/短期⾦利の推移

⽶ドルコース
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為替取引によるプレミアム／コスト
≒⽇本円の短期⾦利-⽶ドルの短期⾦利

※期間：2019年3⽉29⽇〜2019年6⽉28⽇（⽇次）
※短期⾦利は、⽇本円、⽶ドル：Libor1ヵ⽉物⾦利をそれぞれ使⽤。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報または作成時点の⾒解であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

■⽶ドルコースでは、原則として為替取引を⾏いません。そ
のため、⽶ドルの為替レートが対円で上昇（円安）した
場合には為替差益が得られ、逆に為替レートが対円で下
落（円⾼）した場合には為替差損が発⽣します。

4⽉の⽇銀政策委員の⼤勢⾒通しでは、2021年度の物価
⾒通し（中央値）が+1.6%にとどまり、物価⽬標の達成に時
間がかかることが⽰されました。こうした状況のもと、⽇銀は4⽉
の⾦融政策決定会合において、これまで「当分の間」としてき
た現⾏のきわめて低い⻑短⾦利⽔準の維持を約束する期間
を「少なくとも2020年春頃まで」と明確化しました。⽶国や欧
州の中央銀⾏が利下げに動く可能性を⽰唆するなか、6⽉の
会合後の記者会⾒において、⿊⽥総裁も「物価⽬標に向け
たモメンタムが損なわれる場合は、躊躇なく追加緩和を検討す
る」と発⾔しており、今後の動きが注⽬されます。

直近3ヵ⽉（2019年3⽉29⽇から2019年6⽉28⽇）の⽶
ドルの対円での値動きは、110.85円から107.89円に下落しま
した。

【今後の⾒通し】

⽶中貿易交渉の⾏⽅など政治情勢を巡る不透明感や、
FRBの利下げ観測などが⽶ドルの重しとなる可能性があります。
⼀⽅で、⽶国の景気後退局⾯⼊りは回避されるとみられるこ
とや、⽇銀が現⾏の⼤規模な⾦融緩和を継続する姿勢を⽰
していることなどが⽶ドルの下⽀え要因になると考えられることか
ら、対円ではもみ合い推移を⾒込みます。
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直近3ヵ⽉（2019年3⽉29⽇から2019年6⽉28⽇）の豪
ドルの対円での値動きは、78.64円から75.73円に下落しまし
た。

【今後の⾒通し】
豪州景気の緩やかな回復⾒通しなどが豪ドルの上昇要因に

なる⼀⽅で、豪州準備銀⾏（RBA）の利下げ観測、⽶中
貿易摩擦の激化への懸念などが下落要因になると考えます。
⽶中貿易交渉の⾏⽅を⾒極めつつ、上値の重い展開を⾒込
みます。

※期間：2019年3⽉29⽇〜2019年6⽉28⽇（⽇次）
※短期⾦利は、豪ドル：BBSW（豪州銀⾏間取引⾦利）1ヵ⽉、南アフリカランド：ヨハネスブルグ・インターバンク・アグリード・レート1ヵ⽉、ブラジルレアル：JPモルガンELMIプラス

の利回り、⽶ドル：Libor1ヵ⽉物⾦利をそれぞれ使⽤。
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報または作成時点の⾒解であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

【図表12】 豪ドルの対円為替レート/短期⾦利の推移豪ドルコース

直近3ヵ⽉（2019年3⽉29⽇から2019年6⽉28⽇）の南
アフリカランドの対円での値動きは7.65円から7.66円とほぼ横
ばいでした。

【今後の⾒通し】
発表が延期となっている⼀部⼤⼿格付会社による同国国

債格付⾒直しに関する不透明感や、南アフリカ電⼒公社
（Eskom）の財務に対する懸念などが、南アフリカランドの下
落要因になると考えます。⼀⽅で、⽶国や欧州における⾦融
緩和期待の⾼まりなどが、相場の⼤きな下⽀え要因になると
考えます。

【図表13】 南アフリカランドの対円為替レート/短期⾦利の推移南アフリカランドコース

【図表14】 ブラジルレアルの対円為替レート/短期⾦利の推移ブラジルレアルコース

■豪ドルコース、南アフリカランドコース、ブラジルレアルコースでは、為替取引を⾏うため取引対象通貨の為替レートが対円で上昇
（円安）した場合には為替差益が得られ、逆に為替レートが対円で下落（円⾼）した場合には為替差損が発⽣します。

直近3ヵ⽉（2019年3⽉29⽇から2019年6⽉28⽇）のブ
ラジルレアルの対円での値動きは、28.26円から28.03円とほ
ぼ横ばいでした。

【今後の⾒通し】
FRBの利下げ観測などがレアルの上昇要因になると考えます。

また、年⾦制度改⾰の進展期待なども上昇要因になるとみら
れます。ただし、1-3⽉期の実質GDP成⻑率が前期⽐でマイ
ナスとなるなど、今後、ブラジル景気が弱めにとどまる可能性に
は注意が必要です。
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■今後の運⽤⽅針（市況⾒通しを含む）

※上記はロード・アベット社の資料をもとに、アセットマネジメントOneが作成したものであり、将来の市場環境等の変動等により、当該運⽤⽅針が変更
される場合があります。

⽶国景気は緩やかに拡⼤しているとみられるなか、相対的に⾼い利回りを求める投資家需要や、FRBのハト派
姿勢、歴史的な低⽔準で推移するデフォルト（企業の倒産）率など好調なファンダメンタルズが同市場の下⽀え
要因になると考えます。⼀⽅、⽶中貿易摩擦の⻑期化や世界景気の減速懸念、欧⽶政治情勢を巡る不透明
感の⾼まりなどから、リスク回避姿勢が強まる可能性には留意が必要です。また、⽶国ハイイールド・インデックスの
構成⽐はエネルギーセクターが最⼤の割合を占めていることから、引き続き原油価格の動向についても注視してい
ます。
業種配分は、素材セクターについて、⽶国の国内需要の下⽀えが⾒込まれることから、組⼊⽐率を⾼めにします。

⼀⽅、通信セクターについては、価格競争の激化が企業の利益率の圧縮につながっていることなどを懸念し、組
⼊⽐率を抑制します。
これらの環境を踏まえ、引き続き定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を

持つ企業を重点的に抽出し、的確な銘柄選択に努めることでリターンを追求して参ります。
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⽶ドル建てのハイイールド債を実質的な主要投資対象とします。

⽶ドル建ての⾼利回り事業債（以下「ハイイールド債」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の
確保と信託財産の中⻑期的な成⻑を⽬指します。

■ ファンドの特⾊

1
◆各ファンドは、⽶ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「LA USハイイールド

ボンドファンド」各クラス受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託
「MHAM短期⾦融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、各投資信託を通じて投資する主な投資対象という意味です。
※「LA USハイイールドボンドファンド」を以下「外国投資信託」ということがあります。

◆各ファンドは、投資対象とする投資信託（投資対象ファンド）への投資にあたり、「LA USハイイールドボンド
ファンド（各クラス）」への投資を中⼼に⾏います。
※各投資対象ファンドへの投資⽐率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性なら

びに各ファンドの資⾦動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。なお、各ファンドは、それぞれ「LA US
ハイイールドボンドファンド」の通貨別の各クラスに投資します。

※投資対象ファンドの合計組⼊⽐率は、⾼位を維持することを基本とします。
主要投資対象とする外国投資信託において⾏う為替取引が異なる、5本のファンドから構成されて
います。2

◆⽶ドルコースを除く各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託では、各クラスについてそれぞれ異なった為替
取引（原則として⽶ドル売り、各クラスの取引対象通貨買い）を⾏います。

◆⽶ドルコースを除く各ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託において⾏う為替取引により、それぞれ異な
る為替変動の影響および通貨間の短期⾦利差による影響（為替取引によるプレミアム／コスト）を受けます。
※⽶ドルコースは、⽶ドルの対円での為替変動の影響を受けます。

◆各ファンド間のスイッチング（乗換え）が可能です。
※販売会社によっては、⼀部のファンドを取り扱わない場合、スイッチングの取扱いを⾏わない場合等があります。

詳しくは、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の「⼿続・⼿数料等 お申込みメモ」をご参照ください。
毎⽉12⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）の決算時に、安定した収益分配を継続的に⾏うことを⽬
指します。

「原則として、安定した収益分配を継続的に⾏うことを⽬指す」⽅針としていますが、これは、運⽤による収
益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を⽰唆するものではありません。また、
基準価額の⽔準、運⽤の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。

3

4

分配⽅針
◆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。）等

の全額とします。
◆分配⾦額は、原則として安定した収益分配を継続的に⾏うことを⽬指し、配当等収益の⽔準、基準価額の⽔

準および市況動向等を勘案し、委託会社が決定します。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。

◆「LA USハイイールドボンドファンド」におけるハイイールド債の運⽤はロード・アベット社が、為替取引を含む為替の
管理はステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ステート・ストリート社）が⾏います。なお、
「MHAM短期⾦融資産マザーファンド」の運⽤はアセットマネジメントOneが⾏います。

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

⽶ドル建てのハイイールド債の運⽤は、ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー（ロード・ア
ベット社）が⾏います。

市況動向やファンドの資⾦事情等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
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収益を
得られる
ケース

・⾦利の低下
・発⾏体の信⽤状況の改善

・取引対象通貨が対円で上昇（円安）
・⽶ドルコースの場合は
⽶ドルが対円で上昇（円安）

損失や
コストが
発⽣する
ケース

・⾦利の上昇
・発⾏体の信⽤状況の悪化

＊⽶ドルコースを除きます。※2

・取引対象通貨が対円で下落（円⾼）
・⽶ドルコースの場合は
⽶ドルが対円で下落（円⾼）

＊円コースを除きます。 ※3
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［通貨選択型ファンドに関する留意事項］

債券価格の上昇
プレミアム

（短期⾦利差相当分の収益）
の発⽣

為替差益の発⽣

債券価格の下落
コスト

（短期⾦利差相当分の費⽤）
の発⽣

為替差損の発⽣

●各ファンドの収益源としては、以下の３つの要素が挙げられます。
これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

※1 為替取引の取引時点における短期⾦利差による影響を⽰しています。なお、⼀部の新興国の取引対象通貨では、当局の規制などを背景として機動的に外国為替予約取
引を⾏うことができないため、原則として直物為替先渡取引（NDF）を活⽤しますが、NDFを⽤いた場合の為替取引によるプレミアム／コストは、通貨間の短期⾦利差から
想定されるものと⼤きく異なる場合があります。

※2 ⽶ドルコースが主要投資対象とする外国投資信託では、原則として為替取引（為替管理）を⾏いません。
※3 円コースが主要投資対象とする外国投資信託では、原則として対円での為替取引を⾏い為替変動リスクの低減を図りますが、保有資産額と為替取引額を完全に⼀致させる

ことはできないため、⽶ドルとの為替相場の変動の影響を受ける場合があります。

（注）市場動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。

●各ファンドは、有価証券での運⽤に加えて、為替取引による通貨の運⽤も⾏うもので、投資者が対象とな
る通貨について選択することができる投資信託です。なお、各ファンドの主要投資対象は、⽶ドル建てのハ
イイールド債です。

※上記のイメージ図は、通貨選択型の投資信託の運⽤の仕組みを分かり易く表したものであり、実際の運⽤においては、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・ファンズ⽅式については、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の「運⽤の仕組み（ファンド・オブ・ファンズ⽅式）」をご参照ください。

※Ｂの為替取引により、当該取引対象通貨の対円での為替変動リスクが発⽣することに留意が必要です（円コースは、対円での為替取引により、為替変動リスクの低減
を図ります。）。また、⽶ドルコースは、原則として為替取引を⾏いませんので、⽶ドルの対円での為替変動リスクがあります。

各コースの
取引対象通貨

⽶国ハイイールド債
投資者

（受益者）

C 為替変動

A ⽶国ハイイールド債への
投資による損益

お申込⾦
（通貨コースを選択）

収益分配⾦
⼀部解約⾦等

投資

各ファンドの運⽤のイメージ

各ファンドの収益源について

取引対象通貨
の短期⾦利 ＞ ⽶ドルの

短期⾦利

取引対象通貨
の短期⾦利 ＜ ⽶ドルの

短期⾦利

各ファンド

B 為替取引※

収益の
源泉 ＝

Ａ ⽶国ハイイールド債

＋

Ｂ 為替取引※1

＋
Ｃ 為替変動

⽶国ハイイールド債への
投資による損益

（利⼦収⼊、値上がり／値下がり）
各取引対象通貨と⽶ドルの

短期⾦利差によるプレミアム／コスト
各通貨と円の為替変動による

為替差益／為替差損

〈通貨選択型の投資信託のイメージ図〉
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［収益分配⾦に関する留意事項］
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。なお、分配⾦の有無や⾦額は確定したものではありません。

投資信託から分配⾦が
⽀払われるイメージ

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。

投資者（受益者）のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部ないし全部が、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。

分配⾦額と基準価額の関係（イメージ）

投資信託の純資産

分配⾦

分配⾦は、分配⽅針に基づき、以下の分配対象額から⽀払われます。

10,600円

①配当等収益（経費控除後）、②有価証券売買益・評価益（経費控除後）、③分配準備積⽴⾦、④収益調整⾦
計算期間中に発⽣した収益の中から⽀払われる場合 計算期間中に発⽣した収益を超えて⽀払われる場合

ケースA ケースB ケースC
＜前期決算⽇から基準価額が上昇した場合＞ ＜前期決算⽇から基準価額が下落した場合＞

*500円
（③＋④）

10,500円

期中収益
（①＋②）

100円

前期決算⽇ 当期決算⽇
分配前

*分配対象額
500円

*80円
*420円

（③＋④）

10,400円

10,300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

*80円を
取崩し

*分配対象額
420円

配当等収益
（①）20円

10,500円

*50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

分配⾦100円10,500円

当期決算⽇
分配後
*分配対象額

500円

分配⾦100円

*500円
（③＋④）

10,500円

分配⾦100円
*500円

（③＋④）
*500円

（③＋④）
基
準
価
額

上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算⽇から当期決算⽇まで保有した場合の損益を⾒ると、次の通りとなります。

★A、B、Cのケースにおいては、分配⾦受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。こ
のように、投資信託の収益については、分配⾦だけに注⽬するのではなく、「分配⾦の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※上記はイメージであり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではないのでご留意ください。

ケースA：分配⾦受取額100円＋当期決算⽇と前期決算⽇との基準価額の差0円＝100円
ケースB：分配⾦受取額100円＋当期決算⽇と前期決算⽇との基準価額の差▲50円＝50円
ケースC：分配⾦受取額100円＋当期決算⽇と前期決算⽇との基準価額の差▲200円＝▲100円

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

普通分配⾦ ：個別元本（投資者（受益者）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（受益者）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）をご確認ください。

※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。

普通分配⾦

投資者
（受益者）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
（受益者）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）
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各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資産に
は為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運⽤による損益
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、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯⾦と異なります。

【基準価額の変動要因】

※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「流動性リスク」などがあります。

各ファンドが実質的に主要投資対象とするハイイールド債
は、信⽤度が⾼い⾼格付けの債券と⽐較して、相対的
に⾼い利回りを享受することが期待できる⼀⽅で、発⾏
体の業績や財務内容等の変化（格付けの格下げ・格
上げ）により、債券価格が⼤きく変動する傾向があり、か
つ発⾏体が債務不履⾏に陥る可能性も⾼いと考えられ
ます。各ファンドが実質的に投資を⾏うハイイールド債等
の発⾏体がこうした状況に陥った場合には、各ファンドの
基準価額が下落する要因となります。

信⽤リスク

⾦利変動リスク
⼀般に⾦利が上昇した場合には、既に発⾏されて流通
している公社債の価格は下落します。⾦利上昇は、各
ファンドが実質的に投資する公社債の価格に影響を及ぼ
し、各ファンドの基準価額を下落させる要因となります。

為替変動リスク

〈⽶ドルコース〉
⽶ドルコースが主要投資対象とする外国投資信託は保
有資産に対し、原則として為替取引（為替管理）を⾏
いません。そのため、為替相場が⽶ドルに対して円⾼と
なった場合、基準価額が下落する要因となります。
〈豪ドルコース〉〈南アフリカランドコース〉〈ブラジルレアル
コース〉
各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は保有
資産に対し、原則として各ファンドが投資対象とする外国
投資信託各クラスにおける取引対象通貨（豪ドルコース
の場合は豪ドル）での為替取引（⽶ドル売り、取引対
象通貨買い）を⾏いますので、取引対象通貨の対円で
の為替変動の影響を受けます。そのため、為替相場が取
引対象通貨に対して円⾼となった場合、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。また、外国投資信託に
おいて保有する資産の額と為替取引額を完全に⼀致さ
せることはできないため、⽶ドルとの為替相場の変動の影
響を受ける場合があります。なお、取引対象通貨の短期
⾦利が⽶ドルの短期⾦利より低い場合、取引対象通貨
の短期⾦利と⽶ドルの短期⾦利の⾦利差相当分の為
替取引のコストがかかることにご留意ください。

カントリーリスク

各ファンドの実質的な主要投資先となっている⽶国およ
び為替取引の対象国において、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（外国為替取引規制等が実施された場合
を含みます。）には、各ファンドの基準価額が下落する要
因となる可能性があります。

〈円コース〉
円コースが主要投資対象とする外国投資信託は保有
資産に対し、原則として対円での為替取引（保有資産
が⽶ドル建て資産の場合は、⽶ドル売り、円買い）を⾏
い為替変動リスクの低減を図りますが、外国投資信託に
おいて保有する資産の額と為替取引額を完全に⼀致さ
せることはできないため、⽶ドルとの為替相場の変動の影
響を受ける場合があります。なお、円の短期⾦利が⽶ド
ルの短期⾦利より低い場合、円の短期⾦利と⽶ドルの
短期⾦利の⾦利差相当分の為替取引のコストがかかる
ことにご留意ください。

■ファンドの投資リスク
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■ お申込みメモ ※ご購⼊の際は、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご確認ください。

購⼊単位 販売会社が定める単位（当初元本1⼝＝1円）
※「分配⾦受取コース」および「分配⾦再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販

売会社によっては、どちらか⼀⽅のコースのみのお取扱いとなります。購⼊単位および取扱コースに
ついては、販売会社にお問い合わせください。

購⼊価額 購⼊申込受付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。）

換⾦単位 販売会社が定める単位

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控除した価額

換⾦代⾦ 原則として換⾦申込受付⽇から起算して7営業⽇⽬からお⽀払いします。

購⼊・換⾦
申込不可⽇

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀⾏のいずれかの休業⽇に該当する⽇には、購⼊・換⾦・ス
イッチングのお申込みの受付を⾏いません。

換⾦制限 信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うために、⼤⼝の換⾦請求に制限を設ける場合があります。

購⼊・換⾦申込
受付の中⽌
および取消し

換⾦の請求⾦額が多額な場合および外国投資信託の換⾦請求の受付の停⽌・取消しまたは延期
の場合の換⾦のお申込み、取引所等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がある場合の購⼊・換⾦・スイッチングのお申込みについて
は、お申込みの受付を中⽌すること、およびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことがあります。

信託期間 2024年10⽉15⽇まで（2009年10⽉30⽇設定）

繰上償還 各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合には、受託会
社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）させます。
信託契約の⼀部解約により、受益権の⼝数が10億⼝を下回ることとなるとき、または各ファンドの受
益権の⼝数を合計した⼝数が50億⼝を下回ることとなるとき等には、償還することがあります。

決算⽇ 毎⽉12⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

収益分配 毎決算⽇に収益分配⽅針に基づき、収益分配を⾏います。
「分配⾦受取コース」原則として決算⽇から起算して5営業⽇までにお⽀払いを開始します。
「分配⾦再投資コース」税引後、⾃動的に無⼿数料で全額再投資されます。
※分配対象額が少額の場合には、分配を⾏わないことがあります。

課税関係 各ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配⾦ならびに換⾦時・スイッチング時の値上がり益および償還時の償還
差益に対して課税されます。
※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）」および未成年者少額

投資⾮課税制度「ジュニアNISA」の適⽤対象です。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

スイッチング 販売会社が定める単位にて、各ファンド間で乗り換え（スイッチング）が可能です。
※販売会社によっては、スイッチングの取扱いを⾏わない場合があります。くわしくは販売会社にお問い

合わせください。
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■ お客さまにご負担いただく⼿数料等について

ご購⼊時

購⼊時⼿数料 購⼊価額に3.24％*（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める⼿数料率を乗じて得た額となります。
購⼊時⼿数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購⼊に関する事務⼿続き等にか
かる費⽤の対価として、販売会社に⽀払われます。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。
*消費税率が10％になった場合は、3.30%となります。

スイッチング⼿数料 スイッチング時の購⼊価額に3.24％*（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める⼿数料率を乗じて
得た額とします。
※スイッチングの際には、換⾦時と同様の費⽤、税⾦がかかります。くわしくは販売会社にお問い合わせくださ

い。
*消費税率が10％になった場合は、3.30%となります。

ご換⾦時

換⾦時⼿数料 ありません。

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0.3％の率を乗じて得た額とします。

保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

各ファンド ファンドの⽇々の純資産総額に対して年率0.9504％*（税抜0.88％）

*消費税率が10％になった場合は、年率0.968％となります。

投資対象とする
外国投資信託

外国投資信託の純資産総額に対して年率0.695％程度
※各ファンドが投資対象とする外国投資信託の運⽤管理費⽤等には、年次による最

低費⽤等が設定されているものがあり、外国投資信託の純資産総額によっては、上
記の率を実質的に超える場合があります。

実質的な負担 各ファンドの⽇々の純資産総額に対して年率1.6454％程度（税込）*

※上記は各ファンドが純資産総額相当額の外国投資信託を組み⼊れた場合について
算出したもので、実際の組⼊⽐率により異なります。また、この他に定率により計算さ
れない「その他費⽤等」があります。

*消費税率が10％になった場合は、年率1.663％程度（税込）となります。

その他の費⽤・
⼿数料

組⼊有価証券等の売買の際に発⽣する売買委託⼿数料、信託事務の諸費⽤、外国での資産の保管等
に要する費⽤、監査費⽤等が信託財産から⽀払われます。
※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ものがあるため、

事前に料率、上限額等を表⽰することができません。

⽀払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率0.35％ 信託財産の運⽤、⽬論⾒書等各種書類の作成、
基準価額の算出等の対価

販売会社 年率0.50％ 購⼊後の情報提供、交付運⽤報告書等各種書
類の送付、⼝座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.03％ 運⽤財産の保管・管理、委託会社からの運⽤指
図の実⾏等の対価

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

※税法が改正された場合等には、税込⼿数料等が変更となることがあります。
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取扱いファンドおよび加⼊している⾦融商品取引業協会を○で⽰しています。

※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。

※表中のコース名の円、⽶ドル、豪ドル、南アフリカランド、ブラジルレアルは各々、⽶国ハイイールド債券ファンド 円コース、⽶国ハイイールド債券ファンド ⽶ドルコース、⽶国ハイイー
ルド債券ファンド 豪ドルコース、⽶国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、⽶国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコースを⽰しています。

※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。

■ 委託会社その他関係法⼈の概要

■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 関東財務局⻑（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・管理業務等を⾏います。

【当資料の注意事項】

190705JS390091〜5四半期レポート

• 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売⽤資料です。
• お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（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。
• 各ファンドは、債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組⼊有価証券の発⾏者に係

る信⽤状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元本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、投資元本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みなさまに帰属します。また、投資信託は預貯⾦とは異なりま
す。

• 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保
証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運⽤成果を保証するものではありません。

• 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
• 投資信託は

1. 預⾦等や保険契約ではありません。また、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通し
て購⼊していない場合には投資者保護基⾦の対象にもなりません。

2. 購⼊⾦額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3. 投資した資産の価値が減少して購⼊⾦額を下回る場合がありますが、これによる損失は購⼊者が負担することとなります。

○ ○ あかつき証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第67号 ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ 池⽥泉州ＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　近畿財務局⻑（⾦商）第370号 ○
○ ○ ○ ○ ○ 株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ カブドットコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ 株式会社しん証券さかもと ⾦融商品取引業者　北陸財務局⻑（⾦商）第5号 ○
○ ○ ○ ○ ○ ⼤熊本証券株式会社 ⾦融商品取引業者　九州財務局⻑（⾦商）第1号 ○
○ ○ ○ 髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者　近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○
○ ○ ○ ○ ○ マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ 丸國證券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第166号 ○
○ ○ ○ ○ ○ みずほ証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第94号 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ 楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ワイエム証券株式会社 ⾦融商品取引業者　中国財務局⻑（⾦商）第8号 ○
○ ○ ○ 株式会社滋賀銀⾏ 登録⾦融機関　近畿財務局⻑（登⾦）第11号 ○ ○
○ ○ ○ 株式会社⼗六銀⾏ 登録⾦融機関　東海財務局⻑（登⾦）第7号 ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ 株式会社みずほ銀⾏ 登録⾦融機関　関東財務局⻑（登⾦）第6号 ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ 株式会社みなと銀⾏ 登録⾦融機関　近畿財務局⻑（登⾦）第22号 ○ ○

コース名

　　　　⾦融商品取引業者／登録⾦融機関
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