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　信託期間を超えて繰上償還日または満期償還日が到来する銘柄の比率

　P.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。
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・上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するもの

ではありません。
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合または分配金が支払われな
い場合があります。

・基準価額は信託報酬控除後です。

・現金等には未払諸費用等を含みます。

※当ファンドが投資対象とするハイブリッド証券は、債券として表示しています。

・騰落率は、税引前分配金込みで計算しています。ファンドの騰落率であ

り、実際の投資家利回りとは異なります。
・上記数値は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証する
ものではありません。

*1 平均格付とは、基準日時点でファンドが保有し

ている有価証券の信用格付を加重平均したもの

であり、ファンドの信用格付ではありません。
*2 次回繰上償還日を基に算出しています。

・国別比率、業種別比率および種別比率は、

組入有価証券評価総額比です。
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・基準価額は信託報酬控除後です。
・上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証す
るものではありません。
・基準価額（税引前分配金込み）は、信託報酬控除後の基準価額に、支払
い済み分配金を加算しています。信託報酬については、後記の「ファンドの
費用」をご覧ください。

・比率は純資産総額比です。 ※銘柄の国名は、親会社の登記国
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2016年7月29日 現在

≪市況動向≫
　7月の欧州投資適格社債市場のパフォーマンスは、国債を上回りました。セクター別では、金属・鉱業と保険が堅調だった一
方、建設機械と金融が不振でした。引き続き、ECB（欧州中央銀行）による社債購入プログラムも重要な支援要因となっていま
す。また、欧州企業のファンダメンタルズ（基礎的条件）の健全さは、好調な第2四半期の決算発表にも反映されています。

　7月の優先証券を含むハイブリッド証券市場は、英国がどのようにEU（欧州連合）から離脱するのか、離脱が与える影響、英
国の中央銀行は追加緩和などの金融政策にどの程度積極的なのか、イタリアの銀行セクターに対する新たな懸念といった
様々な不透明な要素に見舞われた月となりました。6月の英国の国民投票後に、債券利回りは急低下（債券価格は上昇）した
後、7月は安定的に推移しました。テクニカルな反発に加えて米国の雇用統計の結果が堅調であったことから、月の前半は債
券利回りは上昇（債券価格は下落）しましたが、上昇基調は長くは続きませんでした。クレジットスプレッド（国債との利回り格
差）への影響は、総じて限定的で、7月末には英国の国民投票以前の水準を回復しました。
　パフォーマンスは欧州の社債が特に好調でした。金融機関の発行する市場感応度の高い劣後債は好調で、AT1（その他
Tier1）債が も成績がよく、保険会社の劣後債、コーポレート・ハイブリッド証券、銀行のT2（Tier2）債と続きました。しかし、銀
行セクターのクレジットスプレッドの回復は、ECBの社債購入プログラムの投資対象ではないことや、長期的な低・マイナス金
利環境が収益を圧迫するとの見方から、引き続き他のセクターの後れをとっています。イタリアのレンツィ首相が、銀行救済の
ために、公的資本を注入する前に株主や債権者（特に個人の劣後債保有者）の損失負担が求められるベイルインを回避する
解決策を模索して欧州委員会との交渉を始めたことから、イタリアの銀行は、7月に再び注目を浴びました。
　EBA（欧州銀行監督機構）のストレステスト（健全性審査）の結果に関しては、2行の例外はあるものの80％の銀行が景気悪
化シナリオにおけるCET1（中核的自己資本比率である普通株式等Tier1）比率が前回（2014年）より高い結果になりました。

≪運用状況≫
　当月のパフォーマンスは、プラスとなりました。6月末に英国の国民投票後にアンダーパフォームした後、7月の初めにはイタ
リアの銀行セクターに対する不透明感から回復が遅れていましたが、その後は反発しました。当月は、主に為替ヘッジの際に
生じた資金を再投資しました。また、2銘柄が繰上償還しました。

≪今後の運用方針≫
　旧型の優先証券は投資対象となる市場規模は小さく流動性が非常に限られています。売値と買値のスプレッドがかなり大き
いため、ポートフォリオの入れ替えの際には注意が必要となっています。また、不透明感およびボラティリティ（価格変動性）が
バリュエーションの重しとなる状態が続くと思われます。旧型の優先証券は新規の供給がないため流動性は非常に限定的で
はありますが、引き続き市場を注視し投資機会を追求して参ります。
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※　ご購入の申込みはできません。

　ファンドの目的

　ファンドの特色
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≪当資料のお取扱いについてのご注意≫

外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

原則として、年2回決算（3月25日および9月25日。休業日の場合は翌営業日）を行い、収益分配方針に基づいて分配を
行うことをめざします。

信託期間（約3年）以内に次回の繰上償還日または満期償還日が到来するハイブリッド証券を中心に投資します。

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。

信託期間終了後に次回の繰上償還日または満期償還日が到来する銘柄に投資することがあります。その場合には信託
期間終了までの間に当該証券を売却することになり、その売却価格は当該証券の償還価格とかい離する可能性がありま
す。また、繰上償還されないと見込まれる場合等には、当該証券の償還価格を下回ることがあります。

償還とならなかった場合、信託期間終了までの間に当該証券を売却することになりますが、その売却価格は当該証券の
償還価格を下回る可能性があります。

利回り水準、信用度、流動性を加味した上で、繰上償還を待たず、時価で売却することがあります。

ハイブリッド証券は一般的に繰上償還条項が付与されており、繰上償還の場合には額面で償還されます。

原則として、為替ヘッジを行います。

信託期間内に償還あるいは売却したハイブリッド証券の償還金・売却代金については、他のハイブリッド証券に再投資す
る場合があります。また、他のハイブリッド証券に再投資せずに、普通社債、短期有価証券ならびに短期金融商品等に投
資する場合があります。

3/6

分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は
分配を行わないこともあります。したがって、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。

◆資金動向、投資信託財産の規模、市況動向および残存信託期間等によっては、
上記のような運用ができない場合があります。

■ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありませ
ん。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割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に帰属しま
す。■投資信託は、預金保険の対象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。また、登録金融機関を通じてご購入いた
だいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。■投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（登録金融
機関は販売の窓口となります）。■投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。■投
資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中には信託報酬およびその他費用等がかかります。■ファンドのお取引に関しては、金融
商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。■本資料中の運用実績に関するグラフ・数値等はあくまで
も過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、将来予告なしに変更されることがあります。■当ファンドは、既
に募集期間が終了しております。本資料は当ファンドの運用状況を皆様により良くご理解いただくためにアムンディ・ジャパン株式会社が作
成したものであり、投資の勧誘や推奨を目的としたものではありません。

留保益の運用は特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

＊同一発行体における発行体格付とハイブリッド証券の格付は異なります。一般的にハイブリッド証券の格付は、普通
社債と比較して低くなります。また、債務弁済順位が普通社債に劣後するなどハイブリッド証券固有のリスクがあります。
※1 金融機関には関連会社等を含みます。
※2 スタンダード＆プアーズ社、ムーディーズ社またはフィッチ社の中から も高い格付を参照します。

世界の大手金融機関が発行するハイブリッド証券（優先証券および劣後債）を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と投
資信託財産の成長をめざして運用を行います。

世界の大手金融機関※1が発行するハイブリッド証券に投資します。
G-SIFIs（Global Systemically Important Financial Institutions）に指定された金融機関（銀行および保険会社を含みます）
が実質的に発行するハイブリッド証券を中心に投資します。G-SIFIsとは、金融安定理事会（FSB)が指定した、金融システ
ム上、重要な金融機関をいいます。
G-SIFIsに指定されていない金融機関が発行するハイブリッド証券に投資することがあります。その場合、発行体の格付は

取得時においてシングルA格※2相当以上とします。
ハイブリッド証券への投資にあたっては、利回り、信用リスクや流動性等を勘案して銘柄を選択します。当初のポートフォリ

オ構築時において、投資するハイブリッド証券の平均格付は投資適格※2以上をめざします。
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　収益分配金に関する留意事項

　投資リスク

　P.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。 4/6

ファンドは、主としてハイブリッド証券など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資しますので、基準価
額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を
割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に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の主な変動要因としては、ハイブリッド証券の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、特定の業種・

発行体※・銘柄への集中投資リスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）は、これらに限定されるものではありませ
ん。また、その他の留意点として、規制の変更に関する留意点、収益分配金に関する留意事項、ファンドの繰上償還等があります。詳しく
は、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
※　金融機関やそのグループ全体を指します。

●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。
●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。



　お申込みメモ

　ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

　委託会社、その他の関係法人の概要

　P.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。

運用管理費用
（信託報酬）

信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.6524％（税抜1.53％）以内を乗じて得た金額とし、計
算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、投資信託財産中か
ら支弁します。
●上記の運用管理費用（信託報酬）は、有価証券届出書作成日現在のものです。

ファンドに関する
照会先

委託会社の名称：アムンディ・ジャパン株式会社
お客様サポートライン：0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：http://www.amundi.co.jp

委託会社
アムンディ・ジャパン株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）　第350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、日本証券業協会

受託会社

委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。

申込締切時間 詳しくは販売会社にお問合せください。

株式会社りそな銀行（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

信託期間 平成29年3月24日までとします。（設定日：平成26年3月28日）

購入時手数料 ご購入のお申込みはできません。

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、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算入制度は適用されません。

決算日 年2回決算、原則3月25日および9月25日です。休業日の場合は翌営業日とします。

収益分配

ファンドの費用の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

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％を乗じて得た金額とします。

5/6

換金単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

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控除した価額とします。

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。

その他の費用・
手数料

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸
費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、
公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金
額を含みます）および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することが
できます。また、有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用がかかります。
※その他の費用・手数料の合計額は、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
とはできません。

年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。

換金申込
受付不可日

ファンドの休業日（ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場
合）には受付けません。

購入・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、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断によりファンドの購入・換金申込受付を制限または中止すること、およびすでに受付けた購入・
換金申込受付を取消すことができます。

換金制限
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　販売会社一覧（業態別・五十音順）
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○

株式会社 りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 ○ ○

金融商品取引業者等

株式会社 埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第593号 ○

一般社団法

人第二種金

融商品取引

業協会

登録番号

日本証券業

協会

一般社団法

人投資信託

協会

株式会社 近畿大阪銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○

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
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