販売⽤資料

ニューイヤースペシャルレポート

2019 New Year Special Report

アムンディ・りそな⽶国ハイ・イールド債券ファンド
追加型投信/海外/債券
2019年1⽉
当資料では、6つのコースを総称して「各ファンド」といいます。各ファンドは、⽶ドル建のハイイールド債を実質的な主要投資
対象とします。⽶ドル建のハイイールド債の運⽤は、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
（以下、NCRAM社）が⾏います。
※ 当資料において、「⽶国ハイイールド債」については、ICE BofAML US High Yield Constrained Indexを参考指数として使⽤しています。

2018年の運⽤状況のご報告
2018年前半、⽶国経済が堅調な中、⽶国ハイイールド債市場は⾦利上昇懸念を受けて下落する局⾯も
ありましたが、好調な企業決算や低位なデフォルト率を背景に、9⽉末にかけて上昇し、参考指数ベースで
年初来のリターンは+2.52％となりました。しかし、その後の⽶中貿易問題の悪化や原油価格の急落を受け
て下落に転じ、11⽉末現在の年初来リターンは-0.07％となっています。
各ファンドでは、⾦利上昇懸念が強い中で、⽶国国債利回りの変動の影響を受けやすい「BB格債」の組⼊
⽐率を参考指数に対して低くする⼀⽅、「B格債」と「CCC格債」の組⼊⽐率を⾼くしました。また、デュレー
ションを参考指数よりも短めに維持しました。セクター別では、割安であると判断した「テクノロジー・エレクトロニ
クス」、「レジャー」、「エネルギー」の組⼊⽐率を参考指数に対し⾼くする⼀⽅、オンラインを利⽤する消費者が
増えているなど消費⾏動の変化に影響を受けると⾒込まれる「⼩売」の組⼊⽐率を低くしました。
（2018年12⽉現在 NCRAM社）
⽶国ハイイールド債のデフォルト率の推移

⽶国ハイイールド債の利回りおよびスプレッドの推移
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出所：ICE BofA メリルリンチ、JP モルガン
作成：ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成
⽶国ハイイールド債はICE BofAML US High Yield Constrained Index、
⽶国5年国債利回りはICE BofAML Current 5-Year US Treasury Indexを使⽤。
使⽤した指数の権利についてはP8をご参照ください。
・ スプレッドとは、国債とハイイールド債の利回りの差を表しています。市場環境が悪い場合には、国債に資⾦が向かい、ハイイールド債等のリスク資産との
スプレッドが拡⼤します。市場環境が回復してくると、リスク資産が相対的に選好される傾向となり、スプレッドが縮⼩します。
・ デフォルト率とは、債券の元利⾦（利⾦および償還⾦）の⽀払ができなくなる銘柄の市場に占める割合のことです。
上記は過去の実績であり、将来を⽰唆あるいは保証するものではありません。また、各ファンドの運⽤実績ではありません。
当資料のご使⽤に際しては、P4「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。
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2019年の市場⾒通し、注⽬点
ポイント① ⽶国の経済成⻑
2019年にかけても財政⽀出が引き続き経済成⻑を促進することに加え、個⼈消費が良好なことから、
2019年の⽶国の経済成⻑率を2.0〜3.0％と予想しております。

ポイント② 原油価格動向
トランプ政権が⼀部の国をイラン産原油禁輸の制裁適⽤対象から除外したことにより、2018年9⽉末現在
73⽶ドル台であった原油価格が、11⽉後半にかけて50⽶ドル台前半に急落しました。しかし、OPEC（⽯油
輸出国機構）が減産を続けられる限り、需要と供給は均衡化し、2019年の原油価格は平均60⽶ドルか
それよりも⾼くなると予想しています。

ポイント③ ⽶中貿易摩擦問題
2018年12⽉に開催されたトランプ⼤統領と中国の習近平国家主席との会合において、25％への新たな関
税引き上げの時期を延期する以外に主な決定事項はありませんでした。しかしトランプ政権は今までも最終的
には他国と何らかの合意に⾄ることが多かったため、中国とも最終的には合意に⾄ると考えています。
上記の理由から、参考指数ベースで利回りが7％台（2018年11⽉末現在）となった⽶国ハイイールド債は、
投資家にとって魅⼒的であり、2019年には良好なパフォーマンスが期待できると考えています。基本シナリオ
では、今後⼀年間のデフォルト率は低⽔準（1.5〜2.0%）に留まると予想しています。
（2018年12⽉現在 NCRAM社）

今後の運⽤⽅針 (2018年12⽉現在)
2019年の⽶国の経済成⻑率を2.0〜3.0％と予想しておりますが、FRB（⽶連邦準備理事会）は経済
成⻑への懸念を考慮すると思われ、現時点においては、2019年には利上げをしないと考えています。各ファン
ドのデュレーションは参考指数よりも短めに維持してきましたが、その差は徐々に⼩さくなってきています。
格付別では、⽶国国債利回りの変動の影響を受けやすい「BB格債」の組⼊⽐率を参考指数に対して低くす
る⼀⽅、「B格債」と「CCC格債」の組⼊⽐率を⾼くしてきましたが、最近は「BB格債」の⽐率を引き上げてい
ます。
セクター別では、堅調な⽶国経済を背景に、消費トレンドが強いことから「レジャー」を、また原油価格が現在よ
りも⾼い⽔準で安定すると予想していることから「エネルギー」を、引き続き参考指数より⾼い組⼊⽐率としてい
ます。⼀⽅で、消費動向がオンライン・ショッピングに移⾏している「⼩売」と、インターネットに代わられケーブルテ
レビの解約増加からの影響が⾒込まれる「通信」の組⼊⽐率を低くしています。
今後も、⾜元の投資環境を好機と捉え、質の⾼い銘柄を割安な⽔準で購⼊することで、中⻑期的に優れた
パフォーマンスを追求することに注⼒してまいります。
（2018年12⽉現在 NCRAM社）
資⾦動向および市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

各ファンドの主な投資対象先の「ストラクチュラ-⽶国ハイ・イールド・ボンド」および「ストラ
クチュラ-⽶国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアル」の債券運⽤は、NCRAM社が⾏い
ます。NCRAM社は1991年3⽉に設⽴されたニューヨークを本拠とする⽶国証券取引
委員会登録の投資顧問会社です。野村グループが100%出資しています。⾼利回り
資産に特化した運⽤を⾏っています。
当資料のご使⽤に際しては、P4「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。
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為替の⾒通し

（2018年11⽉末現在）

※「為替の⾒通し」および「⽅向性（対円）」は、基準⽇（右上に表⽰されている⽇付）から3ヵ⽉間程度のアムンディ・ジャパン株式会社の⾒通しです。
将来の経済や市場動向、政治情勢等により、3ヵ⽉経過前でも予告なく変更することがあります。また、将来を保証するものではありません。
当資料のご使⽤に際しては、P4「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。
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ファンドの目的
各ファンド（ 6 つのコースを総称して「 各ファンド」 といいま す） は、 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指
して運用を行いま す。

ファンドの特色
① 各ファンドは、 米ドル建のハイイールド債（ 高利回り 債／投機的格付債） を実質的な主要投資対象としま す。
・各ファンドは、米ドル建のハイイールド債を主要投資対象とする外国籍投資信託「ストラクチュラ‐米国ハイ・イールド・ボンド」または「ストラクチュラ-米国ハ
※
イ・イールド・ボンド-ブラジルレアル」と、国内籍投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式
で運用します。
※ ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。
・米ドル建のハイイールド債の運用は、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インクが行います。

② ｢アム ンディ・ りそな米国ハイ・ イールド債券ファンド」 は、 投資する外国籍投資信託における為替取引が異なる6 つのコースから構成さ
れていま す。
・豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコースおよびトルコリラコースでは、米ドル売り／取引対象通貨買いの為替取引を行います。
・円コースでは、為替変動リスクの低減を目的として、米ドル売り／円買いの為替取引（対円での「為替ヘッジ」といいます）を行います。
・米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。
＊「取引対象通貨」とは、「豪ドル」、「ブラジルレアル」、「メキシコペソ」、「トルコリラ」、「円」を指します。

③ 各ファンドは、 毎決算時（ 原則として毎月8 日。 休業日の場合は翌営業日としま す） に、 原則として収益分配方針に基づき収益分配を
行いま す。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子･配当収入と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
・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には分配を行わない
・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。
・留保益の運用について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。

◆資金動向および市況動向等によっては、 上記のような運用ができない場合があり ま す。 ◆

投資リスク
各ファンドは、 投資信託証券への投資を通じて、 主として債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
実質的に投資しま 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。 各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。 各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。
各ファンドにおける基準価額の主な変動要因としては、 価格変動リ スク、 為替変動リ スク、 流動性リ スク、 信用リ 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、 各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 参照く ださい。

≪当資料のお取扱いについてのご 注意≫
当資料は、「アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド｣の商品内容説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料に記載し
たコメントは、将来を保証するものではなく、資料作成日現在における⽶ドル建のハイイールド債の運⽤を行うノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マ
ネージメント・インク（NCRAM社）または、当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化により予告なく変更することがあります。当資料
に記載したデータは資料作成時点のものであり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。購入のお申込みを行う場合には、販売会社から投資信託
説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず商品内容、リスク等の詳細をご確認の上、ご自身のご判断でお申込みください。
《投資信託ご 購入時の注意点》
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。 ●投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。 ●銀行を
通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ●投資信託の設定・運用は委託会社が行います（銀行は販売の窓口となりま
す）。●投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に投資するため、運用実績は市場環境等によって変動します。したがって、
投資元本および分配金が保証された商品ではありません。 ●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。
●投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
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当資料のご使⽤に際しては、P4「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。
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当資料のご使⽤に際しては、P4「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。
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お申込みメモ
購入単位

1円または1口を最低単位として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。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社においてお支払いします。

購入・換金申込
受付不可日

ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、ルクセンブルクの銀行休業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。

申込締切時間

詳しくは販売会社にお問合せください。

換金制限

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。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、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、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消すことができます。

信託期間

2019年11月7日までとします。
設定日：【豪ドルコース、ブラジルレアルコース】
2009年11月 6日
設定日：【円コース】
2010年 4月28日
設定日：【米ドルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース】 2013年10月11日

決算日

年12回決算、原則毎月8日です。休業日の場合は翌営業日とします。

収益分配

年12回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。販売会社によっては分配金の再投資が可能です。

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。

スイッチング

販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行う場合があります。スイッチングの際には、購入時および換金時と同様に、
費用・税金がかかる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担す る費用
購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出書作
成日現在の料率上限は3.24％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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0.1％を乗じて得た金額とします。

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）

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.5804％（税込）
※各ファンドの信託報酬年率0.9504％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの（年率0.63％）を
加算しております。各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
◆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。

その他の費用・
手数料

その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。
・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
・信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用等を含みます。）
・信託財産に関する租税 等
※その他、組入投資信託証券においては、ルクセンブルクの年次税（年率0.01％）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、上限額等を示すことはできませ
ん。

◆各フ 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 。

委託会社、その他の関係法人の概要
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、
加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

受託会社

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）

販売会社

販売会社については巻末をご参照ください。

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：https://www.amundi.co.jp/

当資料のご使⽤に際しては、P4「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。
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＜当資料で使⽤した指数の権利について＞
・ ICEの各インデックスは、ICE Data Indices, LLC⼜はその関係会社（「ICE Data」）のサービスマーク／商標であり、各インデックスとともに、各ファンド
に関連して、ライセンシーによる使⽤のためにライセンスされています。ライセンシー、各ファンドのいずれも、ICE Dataが後援、推薦、販売⼜は販売促進を
するものではありません。ICE Dataは、有価証券全般への投資若しくは特に各ファンドへの投資、⼜はインデックスの全般的な株式市場のパフォーマンスを
追跡する能⼒の妥当性について、⼀切保証を⾏いません。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、明⽰⼜は黙⽰の⼀切の保証を⾏うものではなく、
明⽰的に、インデックス、インデックス値及びインデックスに含まれるデータについて、商品性及び特定の⽬的への適合性の保証を否認します。如何なる場合
においても、ICE Dataは、特別損害、懲罰的損害、直接損害、間接損害⼜は結果的損害（逸失利益を含みます。）の賠償責任を負わず、それらの
損害の可能性を通知されていた場合であっても同様とします。
・ 当資料中に引⽤した各インデックス（指数）の著作権・知的財産権およびその他⼀切の権利は、各インデックスの算出元に帰属します。また各インデック
スの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停⽌する権利を有しています。

（2018年12⽉作成）
（R1812102）
当資料のご使⽤に際しては、P4「当資料のお取扱いについてのご注意」等をご覧ください。
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