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分配金に関するお知らせ 

※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。 

2019年8月15日の決算において、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、分配金額（1万口当たり、税引前）を35円と決定いたしました。 

設定来分配金実績（1万口当たり、税引前） 

騰落率（税引前分配金再投資基準価額） 

運用実績 

※期間：2006年3月30日（設定日前営業日）～2019年8月15日（日次） 
※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、税引前の分配金を当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。 

※2019年8月15日時点 
※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。 

※基準日：2019年8月15日 
※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。 
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。 

※各期間は、基準日から過去に遡っています。また、設定来のファンドの騰落率については、設定当初の投資元本をもとに計算しています。 

第1期～第6期 第7期～第60期 第61期～第88期 第89期～第146期 第147期～第158期 第159期 

各55円 各60円 各90円 各65円 各50円 35円 

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
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基準価額 
2,651円 

純資産総額 
293億円 

※2019年8月15日時点 
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メキシコペソ 南アフリカランド

トルコリラ アルゼンチンペソ

米ドル（ご参考）
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足もとの投資環境と運用状況 
（2018年12月31日～2019年7月31日） 

当ファンドの運用状況 

 当ファンドは、新興国債券を投資対象としています。当

期間の基準価額は、円高米ドル安がマイナス要因となっ

たものの、新興国債券市場が堅調となったことから、基

準価額は+7.2%*となりました。 

 先進国通貨建て、現地通貨建て新興国債券は、代

表的なインデックスでみると当期間において円ベースでそ

れぞれ+11.5%、+8.1%となりました。これらと比較し

て当ファンドのパフォーマンスは劣後しました。その要因の

一つとしてナイジェリアの米ドル建て原油価格連動証券

の保有が挙げられます。当該銘柄は、一般的な債券と

違い、ナイジェリアの原油輸出価格が予め決められた基

準を上回ることを条件として利払いが実施され、日々の

値動きは固定利付債と比較して落ち着いている特徴が

あります。しかしながら、当期間において、世界的な景気

後退懸念などを背景に固定利付債が当該銘柄を上回

り上昇したため、当ファンドのパフォーマンスは劣後しまし

た。 

今後の見通し 

 新興国債券市場は、世界経済に対する減速懸念が

上値を重くする可能性があるものの、景気刺激や金融

市場の不安定化を回避するために先進国の中央銀行

が緩和的な金融政策を維持すると見込まれることから、

底堅い推移を想定しています。また、エネルギー価格は

年初来の高値からは調整しましたが、依然として多くの

産油国の損益分岐点を上回っていると考えられます。ま

た、非産油国においても現状程度の原油価格水準は

財政や対外収支の改善に寄与すると期待されます。 

 こうした見通しのもと、新興国の中には選挙を控えてい

る国も多く、各国固有の状況等を考慮しながら積極的

に投資機会を模索し、ポートフォリオを構築していく方針

です。 

足もとの投資環境 

 新興国債券市場は、米中間の貿易問題の先行き不

透明感や世界的な景気の減速懸念などが上値を重くす

る場面があったものの、米国、欧州など先進国を中心に

利下げ観測が高まったことなどを背景に先進国通貨建て、

現地通貨建てともに堅調な展開となりました。 

 為替市場では、米国の利下げ観測や日米金利差の

縮小などを背景に円高米ドル安となりました。新興国通

貨は、各国の状況を反映し、まちまちな展開となったもの

の、アルゼンチンペソ、トルコリラの下落が目立ちました。 
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【先進国通貨建て新興国債券の推移】 

【現地通貨建て新興国債券の推移】 

【主な新興国通貨（対円）の推移】 

（年/月） 

（年/月） 

※期間：2018年12月31日～2019年7月31日（日次） 
※2018年12月31日を100として指数化 
※先進国通貨建て新興国債券： 

  JPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド（円ベース） 
※現地通貨建て新興国債券： 
  JPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイド（円ベース） 

94.1 

85.3 

99.2 

（年/月） 

※上記は過去の情報または運用実績、および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。 

※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

＊税引前の分配金を再投資したものとして算出。 
 

円安 

円高 

99.4 

101.8 
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※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 
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【指数の著作権等】 
・JPモルガンEMBIグローバル・ディバーシファイド、 JPモルガンGBI-EMブロード・ディバーシファイド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。 
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※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 
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※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 
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※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 

お申込みメモ（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

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。）

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

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。

申込締切時間 原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付け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 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

・ニューヨーク証券取引所の休業日　　　・ロンドン証券取引所の休業日

・ニューヨークの銀行の休業日　　　　　　・ロンドンの銀行の休業日

・シンガポールの銀行の休業日　　　　　　・ケイマンの銀行の休業日

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、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

金融商品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、その他やむを得ない事情があるときは、購入・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購入・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信託期間 2028年9月15日まで（2006年3月31日設定）

繰上償還
当ファンドが主要投資対象とするボンド・ファンドが償還した場合または以下に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合に

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。

・ボンド・ファンドの主要投資対象が変更となる場合

・ボンド・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利となる変更がある場合

次のいずれかに該当する場合には、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）することがあります。

・受益権の総口数が20億口を下回った場合

・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 毎月15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。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱

    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および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金の普通分配金ならびに換金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。

※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。

ファンドの費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください）

●投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に、3 .24％＊（税抜3 .0％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

＊消費税率が10％になった場合は、3 .3％となります。

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を、換金時にご負担いただきます。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用

（信託報酬）

・実質的な負担：ファンドの日々の純資産総額に対して最大で年率1.684％＊（税抜1 .6％）程度

＊消費税率が10％になった場合は、年率1.705％程度となります。

※上記はボンド・ファンドを100 ％組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変

    動します。

・当ファンド：ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.134％＊（税抜1.05％）

＊消費税率が10％になった場合は、年率1.155％となります。

・投資対象とする外国投資信託：ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.55％（上限）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

※当ファンドの信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド）に対する投

　 資顧問報酬（年率0.05％）が含まれます。

その他の費用・手数料

 

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・外国での資産の保管等に要する費用

・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　等

監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※投資対象とするボンド・ファンドにおいては、有価証券等の売買手数料、外国投資信託の設定に関する費用等がかかります。

※これらの費用等は、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・上限額等を示すことができませ

    ん。

下記の手数料等の合計額、その上限額については、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。

※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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※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 
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投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

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。

○ 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。

○ 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。

○ 当ファンドは、外国籍の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関などが発行する債券（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
者の皆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
運用による損益は全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。
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※P.7の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 
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※2019年8月16日時点 

190724JS118239ファンド通信 


