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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）（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）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信/海外/債券

2020年4月

お客様向け資料

各ファンドとも今年に入り米ドル建ハイイールド債券の価格の下落と為替の影響により、⼤きく基準価額が下落しています。
米国ハイイールド債市場については3~5ページ、各コースの為替について8~10ページをご参照ください。

基準価額・純資産総額の推移（期間︓各ファンド設定⽇~2020年4月20日、日次）

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。

（億円）（円）

（年/月）

（億円）（円）

2ヵ月 1年

ファンド -17.9％ -21.3％

豪ドル（対円）（ご参考） -8.0％ -14.8％

2ヵ月 1年

ファンド -12.6％ -9.8％

米ドル（対円）（ご参考） -4.0％ -3.9％

2ヵ月 1年

ファンド -30.3％ -23.9％

メキシコペソ（対円）（ご参考） -24.8％ -24.9％

（億円）（円）

2ヵ月 1年

ファンド -28.7％ -31.7％

ブラジルレアル（対円）（ご参考） -20.6％ -28.9％

（億円）（円）

米ドルコース（設定⽇︓2013年10月11日） 豪ドルコース（設定⽇︓2009年11月6日）

メキシコペソコース（設定⽇︓2013年10月11日）ブラジルレアルコース（設定⽇︓2009年11月6日）

＜騰落率（2020年4月20日現在）＞

（年/月）

＜騰落率（2020年4月20日現在）＞

＜騰落率（2020年4月20日現在）＞＜騰落率（2020年4月20日現在）＞

⾜元の基準価額下落に関する臨時レポート

（年/月） （年/月）

基準価額は信託報酬控除後です。
基準価額（税引前分配⾦再投資）およびファンドの騰落率は、税引前分配⾦を分配時に再投資したものとして計算したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。
為替の騰落率は、ブルームバーグのデータに基づくものであり、ファンドの評価時に使⽤する為替レートとは異なります。
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トルコリラコース（設定⽇︓2013年10月11日） 円コース（設定⽇︓2010年4月28日）

（年/月）

（億円）（円） （億円）（円）

＜騰落率（2020年4月20日現在）＞

2ヵ月 1年

ファンド -10.8％ -9.2％

＜騰落率（2020年4月20日現在）＞

基準価額は信託報酬控除後です。
基準価額（税引前分配⾦再投資）およびファンドの騰落率は、税引前分配⾦を分配時に再投資したものとして計算したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。
為替の騰落率は、ブルームバーグのデータに基づくものであり、ファンドの評価時に使⽤する為替レートとは異なります。

2ヵ月 1年

ファンド -22.3％ -13.6％

トルコリラ（対円）（ご参考） -15.5％ -19.4％

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
足元の基準価額下落に関する臨時レポート

2020年4月

（年/月）
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米国ハイイールド債 原油価格(右軸)

⽶国ハイイールド債市場の⾜元の状況と⾒通し
P3~5では、各ファンドの主要投資対象ファンドにおいて米ドル建のハイイールド債の運⽤を⾏う

NCRAM社の⾒解をお届けします。

＜市場環境＞・・・P3~4

 新型コロナウイルスの感染拡⼤懸念と原油相場暴落を受け、米国ハイイールド債は2⽉下旬より下落したもの
の、⽶国連邦準備理事会（FRB）の景気刺激策等を好感し、足元では反発傾向にあります。

 ⽶国ハイイールド債の利回り上昇と⽶国国債の利回り低下により、スプレッド（利回り差）は拡⼤しました。
新型コロナウイルスの猛威に予断は許さないものの、スプレッドの拡⼤は、⻑期投資における好機になりえると
考えられます。

ポイント

【米国ハイイールド債 年初来の下落率】
（2019年12月31⽇〜2020年4月20日）

（米ドル/1バレル）

【米国ハイイールド債*と原油価格の推移】
（2019年12月31⽇〜2020年4月20日、日次）

各グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報データ（データ出所︓ICEおよびブルームバーグ）を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
使⽤した指数とその権利についてはP4をご覧ください、

*2019年12月31日を100として指数化

＜各ファンドの主要投資対象ファンドにおける投資⾏動＞・・・P5

 今後の企業の倒産やデフォルトなどを注視しつつ、徹底した銘柄分析と分散投資を⾏っています。
 足元の環境を乗り越えるため、フォーリンエンジェル銘柄*にも注目し、引き続き割安な銘柄を発掘し厳選する

ことでパフォーマンス向上を目指します。

業種別
（下落の⼤きかった3業種）

全体

（年/月/日） 米国ハイ
イールド債

エネルギー 運送

業種別では
エネルギーが
最も下落

レジャー

*投資適格からハイイールドに格下げされる債券。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
足元の基準価額下落に関する臨時レポート

2020年4月

市場環境 ⽶国ハイイールド債は⼤幅に下落したが、⾜元では反発傾向 
米国ハイイールド債は3月23日を底値に反発傾向 
新型コロナウイルス感染の世界的拡大への懸念から、堅調に推移してきた⽶国ハイイールド債は2⽉下旬以降下落に転じまし 
た。3月3⽇の⽶国緊急利下げで⼀時的に反発したものの、元々、景気下振れによる原油需要減少懸念があったところに、
サウジアラビアやロシアによるOPECプラス（石油輸出国機構（OPEC）と非OPEC主要産油国で構成）の協調減産を巡
る交渉が決裂、両国が増産に踏み切る⾒通しから原油相場の⼤幅下落につながり、3月23⽇時点では年初来騰落率-20
.6％となりました。しかし、3月25日に米上院において2兆米ドル規模の大型経済対策法案が可決されたことなどにより、同市
場は反発に転じました。加えて、FRBが4月9日にも企業や家計を支援するための2.3兆⽶ドルにのぼる新たな資⾦供給策を
発表し、これには一部のハイイールド債や、ハイイールド債ETFの購入も含まれていたことから、米国ハイイールド債の反発が継
続しました。依然として年初来騰落率はマイナスであるものの、4月20日現在では-8.9％まで縮まってきています。 
なお、4月20日にWTI原油先物の期近5⽉物が、原油在庫の急速な積み上がりにより史上初のマイナス価格にまで暴落しま 
したが、同⽇の⽶国ハイイールド債の騰落率は-0.5％となり、影響は限定的となりました。⽶国ハイイールド債は年初来の下
落により、既に割安⽔準となっていたとの思惑や、前述のFRBによる支援策の下支えが効果があったものと推測されます。 
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⽶国ハイイールド債のスプレッド（⽶国国債との利回り差）は、⾜元7.62％に

スプレッドが6％以上での投資において、投資期間3年および5年のリターンはすべてプラス※

【当資料で使⽤した指数とその権利について】
米国ハイイールド債︓ICE BofA US High Yield Constrained Index(米ドルベース）、原油価格︓WTI原油先物価格、米国5年国債︓ICE BofA Current 5-
Year US Treasury Index（米ドルベース）
• ICEのインデックスは、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、 ICE BofA US High Yield Constrained Index、

ICE BofA Current 5-Year US Treasury Indexとともに、当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、当ファンドのいずれ
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当ファンドへの投資、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。

⽶国ハイイールド債は価格下落（利回り上昇）、質への逃避による⽶国国債上昇があいまってスプレッドは拡⼤

2020年年初来の価格の下落に伴い、⽶国ハイイールド債の利回りは上昇しています。（2019年末︓5.41％、2020年
4月20⽇︓7.97％）また、2020年4月20日現在、米国5年国債の利回りは0.35％まで低下し、スプレッドは7.62％と
なっています。

＜ご参考＞⻑期投資における優れた投資機会となりうる、スプレッド拡大局面

※投資期間3年︓1996年12月末~2017年2月に投資開始、投資期間5年︓ 1996年12月末~2015年2月に投資開始した場合。米ドルベースのリターン。

スプレッド6％以上
→3年後・5年後の
リターンはすべてプラス

【米国ハイイールド債と米国5年国債の利回りの推移】
（2018年12月31日〜2020年4月20日、日次）

（％）

グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報（データ出所︓ICE）を
基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

【スプレッド水準と3年後・5年後のリターンの関係】
（1996年12月末〜2020年2月末、月次）右のグラフは、1996年12⽉以降の毎月末のスプレッドと、

その3年後および5年後のリターンの関係を⽰したものです。
スプレッドとその後のリターンには正の相関があると同時に、投
資期間が⻑くなるほどリターンが⼤きくなる傾向が⾒られまし
た。これは、債券価格が下落した状態で投資を開始すると
いうことに加え、債券の⾦利収⼊が時間経過とともに積み上
がっていくためです。

また、スプレッドが6％以上の水準で投資を開始した場合
は、投資期間3年後、5年後共にリターンがマイナスとなるこ
とはありませんでした。

新型コロナウイルスの猛威に予断は許さないものの、スプレッ
ドの拡大は、⻑期投資における好機の指標となりそうです。

（
リ
タ
ー
ン
）

（米国ハイイールド債と米国5年国債のスプレッド）
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⽶国ハイイールド債利回り 米国5年債利回り

2020年4月20日現在
スプレッドは7.62％

（年/月/日）

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
足元の基準価額下落に関する臨時レポート

2020年4月

グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報（データ出所︓ICE）を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

市場環境
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足元の環境下、今後の企業の倒産やデフォルトなどを注視しつつ
徹底した銘柄分析と約700銘柄への分散投資を⾏い対応

【⽶国ハイイールド債のデフォルト率】
（2003年1月末〜2020年3月末、月次）

足元の環境を乗り越えるため、フォーリンエンジェル銘柄にも注目
引き続き割安な銘柄を発掘して厳選することでパフォーマンス向上を目指す

0

3

6

9

12

15

2003/1 2005/1 2007/1 2009/1 2011/1 2013/1 2015/1 2017/1 2019/1

デフォルト率

期間平均デフォルト率

（年/月）

徹底した銘柄分析と分散投資で足元の環境を乗り越える

下図の通り、米国ハイイールド債の2020年3月末現在のデフォルト率は3.35%となり、2003年1月31⽇以降の平均である
2.40%を上回りました。NCRAM社では、経済活動の停滞や原油価格の下落に伴い、今後1年間の⽶国ハイイールド債のデ
フォルト率は現状よりも上昇すると予想しています。

企業の倒産やデフォルトの回避策の一つとして、NCRAM社では、企業の、ビジネス・リスク、財務リスク、財務制限条項リスクの
継続的な調査を⾏うという、徹底した銘柄分析が挙げられます。また、景気敏感や新型コロナウイルス拡大の影響を受けやすい
業種を避け、よりディフェンシブな業種に投資を⾏う事も回避策になると考えます。⾜元では、新型コロナウイルスの蔓延によって
マイナスの影響が及ぶと予想したセクター（エネルギーや⾃動⾞など）の保有を少なめとし、分析の成果を投資⾏動に活かすこ
とが出来ました。なお、約700銘柄に分散投資を⾏うことで、リスク分散している点もポイントです。

危機であるからこそ、基本に⽴ち返り、銘柄分析を忠実に⾏う

NCRAM社では、新型コロナウイルスの影響による経済活動の停滞や、原油相場の暴落を経て、今後企業の倒産は増加すると
考えています。この様な危機であるからこそ、「個別銘柄を徹底的に分析する」というNCRAM社の投資哲学に則って運⽤を⾏っ
てまいります。デフォルトを避けるため、景気循環色の強い業種、新型コロナウイルスの影響を受けやすい業種を避け、よりディフェ
ンシブ特性があり高品質の銘柄に焦点を当ててまいります。また、売られ過ぎとなり、割安性の高まった銘柄にも注意を払ってまい
ります。

今後の米国ハイイールド債市場において、フォーリンエンジェルが増加すると考えています。この様な債券の中には、一時的な経済
的混乱により格下げとなり価格が下落するものの、環境が改善されたのちに、再び格上げされ価格が上昇する債券が存在します。
NCRAM社では今後1年間で2,000〜2,500億米ドルのフォーリンエンジェルの発生を予想していますが、実際にその様な銘柄
が既に出始めており、今後数ヵ⽉間、積極的に調査・投資を⾏っていく⽅針です。

懸念されている景気後退は深刻な問題ですが、⾜元では個⼈、中⼩企業、州および地⽅政府への架け橋となる財政・⾦融刺
激策が相次いで発表されており、米国のリスク市場に安心感を与えています。その証拠として4⽉以降、⽶国ハイイールド債市場
では取引⾼が増加し、流動性が改善しました。なお⽶国における新型コロナウイルスの新規感染者数は、4月中旬から下旬に
ピークに達すると予想されており、NCRAM社では第3四半期（7-9月期）には経済活動が回復することを期待しています。

ファンドでは、引き続き、足元の環境を乗り越えていけると⾒られる強い発⾏体に投資を集中させ、足元の状況を投資判断に反
映させながら、今後もファンダメンタルズと⽐べてバリュエーションが割安な銘柄の発掘に努め、より良いパフォーマンスの達成を目指
してまいります。

各グラフ︓ノムラ・アセット・マネジメント・U.S.A.・インク提供の情報データ（データ出所︓ICEおよびブルームバーグ）を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
使⽤した指数とその権利についてはP4をご覧ください、

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
足元の基準価額下落に関する臨時レポート

2020年4月

（％）

（2020年４⽉現在）

（2020年４⽉現在）

投資⾏動

投資⾏動
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ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンドの資産内容

（2020年3月末現在）

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
足元の基準価額下落に関する臨時レポート

2020年4月
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ストラクチュラ-米国ハイ・イールド・ボンド-ブラジルレアルの資産内容

（2020年3月末現在）

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
足元の基準価額下落に関する臨時レポート

2020年4月
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出所︓ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。期間︓2015年1月1⽇〜2020年4月20日、日次。

2020年4月20日現在
対円為替レート：107.62円 （昨年末比：-0.9%)
短期金利：1.10%

米ドル米ドル米ドル

各通貨の短期⾦利については10ページの「当資料で使⽤した短期⾦利について」をご参照ください。
各コメントは2020年4月現在。為替の今後の⾒通しは、当資料作成時現在から3ヵ⽉間程度の⾒通しです。将来の経済・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、将来を示唆・保証するものではありません。

・不確実性の強いリスク状況下での⽶ドル需要 ↑
・他国を抜きんでて大規模な景気対策 ↑
・過度な経済活動抑制で景気後退が⻑引く ↓
・原油価格低迷⻑期化で関連産業にダメージ ↓

◎⽶ドル相場の主な材料

・基軸通貨に対する需要
･･･経済活動抑制に対するつなぎ資⾦等の需要

・感染症の収束時期
･･･秋頃がメインシナリオも不透明感根強い

◎当⾯の⾒通し／底堅い

豪ドル豪ドル豪ドル

・感染拡大が他国に比べて抑えられてきている ↑
・住宅市況は⼀旦停滞も上昇⽅向変わらず ↑
・商品市況の低迷が⻑引く ↓
・世界的なウイルス禍収束せず景気後退⻑引く ↓

◎豪ドル相場の主な材料

・内外の景気後退の度合い
･･･商品市況下落の影響で後退⼤きい可能性

・住宅の市場環境改善
･･･回復鮮明化で、ウイルス禍をある程度埋める

◎当⾯の⾒通し／上値重い

2020年4月20日現在
対円為替レート：68.20円 （昨年末比：-10.5%)
短期金利：0.13% （ご参考）米ドルとの短期金利差：-0.97％
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アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
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ブラジルレアルブラジルレアルブラジルレアル

・構造改革前進で国の信用向上 ↑
・インフレ体質の改善 ↑
・原油価格低迷の⻑期化 ↓
・ウイルス感染収束が遅れる（地理的要因） ↓

◎ブラジルレアル相場の主な材料

・新興国と資源国のダブルマイナス要因
･･･リスク環境の改善にはまだ時間を要する

・思い切ったウイルス対策への期待
･･･戦争予算可決すれば大規模対策可能に

◎当⾯の⾒通し／上値重い

メキシコペソメキシコペソ

・実質⾦利が⾼い ↑
・米国の感染拡大がピークアウト ↑
・原油価格低迷の⻑期化 ↓ 
・左派的政策の下、景気回復⼒弱まる ↓

◎メキシコペソ相場の主な材料

・実質⾦利⾼いゆえの急落
･･･底堅かったので下落かさんだため反動⾼も

・左派的ウイルス対策への不安感
･･･高齢者、貧困者優先で企業向け乏しい

◎当⾯の⾒通し／反動高

2020年4月20日現在
対円為替レート：4.48円 （昨年末比：-22.0%)
短期金利：6.05% （ご参考）米ドルとの短期金利差：4.95％
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2020年4月20日現在 
対円為替レート：20.25円 （昨年末比：-25.0%) 
短期金利：3.21% （ご参考）米ドルとの短期金利差：2.12％ 

【対円為替レートの推移】 （円）
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出所︓ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。期間︓2015年1月1⽇〜2020年4月20日、日次。

各通貨の短期⾦利については10ページの「当資料で使⽤した短期⾦利について」をご参照ください。
各コメントは2020年4月現在。為替の今後の⾒通しは、当資料作成時現在から3ヵ⽉間程度の⾒通しです。将来の経済・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、将来を示唆・保証するものではありません。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
足元の基準価額下落に関する臨時レポート
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トルコリラトルコリラ

【対円為替レートの推移】（円）

・表⾯的な⾦利⽔準の⾼さ ↑
・地政学リスク（⽶・ロ・シリア）は不安要因 ↓
・内政リスク。エルドアン政権の強権的体質 ↓
・観光産業低迷が外貨準備高減少につながる ↓

◎トルコリラ相場の主な材料

・新興国投資手控え
･･･リスク回避傾向で投資資⾦流⼊は限定的

・地政学的リスク、内政リスク
･･･シリア情勢、エルドアンの政治姿勢が重し

◎当⾯の⾒通し／上値重い
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ラ
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ト
ル
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ラ
安

2020年4月20日現在
対円為替レート：15.51円 （昨年末比：-15.1%)
短期金利：9.47% （ご参考）米ドルとの短期金利差：8.37％

出所︓ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。期間︓2015年1月1⽇〜2020年4月20日、日次。

各コメントは2020年4月現在。為替の今後の⾒通しは、当資料作成時現在から3ヵ⽉間程度の⾒通しです。将来の経済・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、将来を示唆・保証するものではありません。

当資料で使⽤した短期⾦利について
⽶ドル︓3ヵ月LIBOR、豪ドル︓3ヵ月BBSW（豪州銀⾏間取引⾦利）、ブラジルレアル︓国債 3 ヵ月 、メキシコペソ︓T-BILL 3 ヵ月 、トルコリラ︓3ヵ月
TRLIBOR

ご参考︓NDFインプライド⾦利

（2020年3月末現在）

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
足元の基準価額下落に関する臨時レポート

2020年4月
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 ファンドの目的

 ファンドの特色

①

②

③

 投資リスク

≪当資料のお取扱いについてのご注意≫

《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。

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。

◆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。◆

・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。

・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。

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、資料作成時点における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。

・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。

・米ドルコースでは、対円での為替ヘッジを行いません。

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。

 ＊「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。

・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。

｢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。

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。

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。

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）（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）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信/海外/債券
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通貨選択型投資信託の収益のイメージ

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）（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）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信/海外/債券
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収益分配金に関する留意事項

販売会社一覧（業態別・五十音順）

（2020年3月末現在）

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）（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）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信/海外/債券
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 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

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

◆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

ファンドに関する照会先

収益分配

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。

2024年10月8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

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。

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。

その他の費用・

手数料

信託期間

決算日

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。

販売会社については巻末をご参照ください。

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。

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。

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。

運用管理費用

（信託報酬）

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。

当資料作成日現在の料率上限は3.3％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.598％（税込）
※

※各ファンドの信託報酬年率0.968％（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、当資料作成日現在のものです。

課税関係

スイッチング

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/

販売会社

購入単位

購入価額

購入代金

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。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

換金価額

換金代金

購入・換金申込

受付不可日

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。

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。

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。

詳しくは販売会社にお問合せください。

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。

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）

申込締切時間

換金制限

購入・換金申込受付

の中止および取消し

P7

（R2004061）

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）（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）（トルコリラコース）（円コース）

追加型投信/海外/債券

2020年4月24日作成


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

