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純資産総額（右軸）
基準価額（税引前分配⾦再投資）（左軸）
基準価額（左軸）

アムンディ・りそな⽶国ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）

2019年10⽉決算における分配⾦と今後の⾒通しについて

2019年10⽉

販売⽤資料

平素より 「アムンディ・りそな⽶国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）」（以下、当ファンド） をご愛顧賜り
まして、誠にありがとうございます。
この度、当ファンドは2019年10⽉の決算におきまして、以下の通り分配⾦額の変更を⾏いましたのでご報告申し上げます。
今回の⾒直しは、基準価額の⽔準や市況動向等を総合的に勘案した結果によるものです。
今後とも当ファンドの運⽤にあたっては、パフォーマンスの向上を⽬指してまいりますので、引き続きお引き⽴て賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

決算期 分配⾦額
（1万⼝当たり、税引前）

基準価額
（分配落ち後）

第118期（2019年10⽉8⽇） 30円 （前期：40円） 1,866円

※ 基準価額は信託報酬控除後です。

・ 直近12ヵ⽉の分配実績です。
・ 分配⾦は過去の実績であり、将来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。

ファンドの概況 （2019年9⽉末現在） 分配実績（1万⼝当たり、税引前）

基準価額（税引前分配⾦再投資）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ています。基準価額は信託報酬控除後です。
期間：2009年11⽉6⽇（設定⽇）〜2019年9⽉30⽇、⽇次

（円） （億円）

（年/⽉）

設定来の基準価額と純資産総額の推移

設定来累計
2018/10/9 40円 2019/4/8 40円
2018/11/8 40円 2019/5/8 40円
2018/12/10 40円 2019/6/10 40円
2019/1/8 40円 2019/7/8 40円
2019/2/8 40円 2019/8/8 40円
2019/3/8 40円 2019/9/9 40円

11,555 円基準価額（円） 1,885
純資産総額（億円） 144.5
設定⽇ 2009年11⽉6⽇
信託期間 2024年10⽉8⽇まで

毎⽉8⽇
（休⽇の場合は翌営業⽇）決算⽇
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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（ブラジルレアルコース）
2019年10⽉決算における分配⾦と今後の⾒通しについて

2019年10⽉

分配⾦額を引き下げた背景について
当ファンドの主な投資先である⽶国ハイイールド債市場は、設定来おおむね堅調に推移している
ものの、ブラジルレアルの軟調な推移が基準価額を緩やかに押し下げる主な要因となっています。
基準価額の⽔準、市況動向、さらに分配対象額の状況などを総合的に勘案し、この度分配⾦額
を引下げることとしました。

当ファンドの分配⾦額は分配⽅針に基づき、主に下記３つを勘案し、決定されます。
①基準価額の⽔準、②⽶国ハイイールド債の利回りと為替取引によるプレミアムなどの市況動向、③分配対象額の状況等

当ファンドのそれぞれの状況は以下の通りです。
① 基準価額の⽔準

当ファンドの基準価額（毎⽉の分配⾦⽀払い後）は、2019年年初以降、軟調に推移しています。
主な投資先である⽶国ハイイールド債市場（⽶ドル建て）はおおむね堅調ですが、ブラジルレアルが軟調でそれを相殺し、
基準価額が下落しています。（ブラジルレアルコースでは、⽶ドル売り／ブラジルレアル買いの為替取引を⾏いますので、ブラジ
ルレアルの対円での為替リスクが発⽣し、ファンドの基準価額が影響を受けることになります。）
ボルソナロ新⼤統領政権下での構造改⾰前進は評価されているものの、世界的な景気減速や⽶中貿易摩擦等の政治
リスク増⼤で市場のリスク回避指向が強まったこと、円⾼傾向等がブラジルレアルを押し下げている状況です。
基準価額は2018年末と⽐較し、2019年8⽉末現在約14.1％下落しています。

② ⽶国ハイイールド債の利回りと為替取引によるプレミアムなどの市況動向
毎⽉の分配⾦額については、商品性を保ちながら⻑期的に運⽤していくために、債券価格や為替変動などの市場要因等に
過度に依存することなく、利⼦収⼊等からある程度確保することが望ましいと考えられます。
2019年8⽉末現在の各値は以下の通りです。
⽶国ハイイールド債の利回り：5.87％
為替取引によるプレミアム ：3.38％（ブラジルレアルの短期⾦利 5.52％－⽶ドル短期⾦利 2.14％）
⽶国ハイイールド債の利回り+為替取引によるプレミアム＝9.25％程度

（円）
分配対象額（1万⼝当たり、分配⾦⽀払い後）の推移

以上、ご説明いたしましたように、当ファンドにおいては、基準価額の⽔準、市況動向、さらに分配対象額の状況などを総合的に
勘案し、今後の安定的な分配の継続と中⻑期的な投資信託財産の成⻑を⽬指すために、分配⾦額を引下げる必要があると
判断し、この度引下げを⾏いました。
なお、引下げた分配⾦額の差額は当ファンドの純資産に留保することとなります。

③ 分配対象額の状況等
各期の分配⾦は、期中の収益（⽶国ハイイールド債の値上がり益
や利⼦収⼊、通貨の対円での上昇ならびに為替取引によるプレミ
アム）に加えて、過去の収益の⼀部が分配対象額となります。
当ファンドにおいては、分配対象額は⽐較的安定した推移を⽰して
います。

期間：2018年9⽉〜2019年8⽉、⽉次

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。
・ ⽶国ハイイールド債は、ICE BofAML US High Yield Constrained Index、短期⾦利は、⽶ドル：3ヵ⽉LIBOR、ブラジルレアル：国債3ヵ⽉を使⽤。
・ 上記短期⾦利は、先物為替レート等を概算する際の⽬安として参照する⾦利であり、実際に為替取引を⾏う先物為替等の市場値から逆算される⾦利とは異なる

場合があります。したがって上記の2通貨間の⾦利差から計算される為替取引によるプレミアム相当値が、実際のファンドで⽣じる為替取引によるプレミアムと同⼀に
なるとは限りません。将来の為替取引によるプレミアム/コストの数値を保証するものではありません。

・ ブラジルレアルについては、実際の為替取引はNDF取引等によって⾏いますので、当該NDF取引等により逆算されるブラジルレアル⾦利と上記⾦利は異なります。
・ 指数の権利については3ページの【当資料で使⽤した指数について】をご参照ください。

（年/⽉）
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2009年11⽉末を100として指数化

ICE BofAML US High Yield Constrained Index（以下、参考指数）が⽰す⽶国ハイイールド債市場の2019
年8⽉の⽉次リターンは＋0.39％でした。8⽉初旬にトランプ⼤統領は中国に対して新たな関税を9⽉1⽇に発動する
と正式に通知し、これに対し中国が報復する構えを⾒せ、関税合戦は⼀段と激しくなりました。関税引き上げと対象品
⽬の増加が⽶国企業に及ぼす影響が拡⼤することが懸念され、実際に企業の信頼感は低下し始めています。⽶国の
ISM製造業景況指数は低下し、中国や欧州の製造業にも同様に軟化の兆候がみられました。⼀⽅で、⽶国の消費
およびサービス部⾨は堅調に推移しており、消費者や銀⾏はこれまでよりも市場のボラティリティ（価格変動性）に耐え
られるようになっています。
⽶国ハイイールド債に投資する当ファンドでは、⽶国債利回りの変動の影響を受けやすいBB格債に対する配分を参考
指数⽐でアンダーウェイトする⼀⽅、B格債とCCC格債をオーバーウェイトしています。セクター別では、割安であると判断
したレジャー、テクノロジー＆エレクトロニクス等をオーバーウェイトする⼀⽅、割⾼であると判断した通信、ヘルスケア等を
引き続きアンダーウェイトしています。当ファンドのデュレーションにつきましては、さらなる利下げを予想する向きが強まって
いるものの、安定した⽶国の経済成⻑⾒通しや現在のインフレの⽔準を踏まえて、参考指数よりも短くしています。

⽶国ハイイールド債市場とファンドの運⽤状況

今後の⾒通しと運⽤⽅針
経済成⻑鈍化の懸念が⾼まるにつれて世界の中央銀⾏が緩和的な政策をとると予想しています。このためハイイール
ド債の中で相対的に格付の⾼い債券には供給を上回る強い需要がみられ、また、世界市場の多くでマイナス⾦利が
⽣じていることを背景に利回りを求める動きが強まっています。こうした環境を鑑み、当ファンドはBB格債のアンダーウェイ
トを縮⼩し、引き続き景気サイクルの影響を受けやすいシクリカル・セクターを避け、ハイイールド債のなかでも質のよい銘
柄へのエクスポージャーを増やしてまいります。

（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）

⽶国ハイイールド債のパフォーマンス推移

【当資料で使⽤した指数について】
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 BofAML US High Yield Constrained 
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。

期間：2009年11⽉末（当ファンド設定⽉）〜2019年8⽉末、⽉次
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。
⽶国ハイイールド債は、ICE BofAML US High Yield Constrained Indexを使⽤。

（年/⽉）

※ 将来の市場環境の変動等により、下記運⽤⽅針が変更される場合があります。

アムンディ・りそな⽶国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
2019年10⽉決算における分配⾦と今後の⾒通しについて

2019年10⽉

上記は、2019年８⽉末現在の⾒通しであり、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。
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ブラジルレアルと⽶ドルの短期⾦利差（右軸）

ブラジルレアル/円為替レート（左軸）

・ 短期⾦利は、⽶ドル：3ヵ⽉LIBOR、ブラジルレアル：国債3ヵ⽉を使⽤。
・ 上記短期⾦利は、先物為替レート等を概算する際の⽬安として参照する⾦利であり、実際に為替取引を⾏う先物為替等の市場値から逆算される⾦利とは異な

る場合があります。したがって上記の2通貨間の⾦利差から計算される為替取引によるプレミアム/コスト相当値が、実際のファンドで⽣じる為替取引によるプレミアム/
コストと同⼀になるとは限りません。将来の為替取引によるプレミアム/コストの数値を保証するものではありません。

・ ブラジルレアルについては、実際の為替取引はNDF取引等によって⾏いますので、当該NDF取引等により逆算されるブラジルレアル⾦利と上記⾦利は異なります。
・ 上記は、2019年9⽉から3ヵ⽉間程度の⾒通しです。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。

為替の推移と今後の⾒通し

今後の⾒通し
ブラジルでは、経済構造改⾰の⽬⽟である年⾦改⾰法案の成⽴が濃厚となっています。構造改⾰の前進は、経済効
率性を⾼め、インフレ体質を改善させると同時に、ブラジルの国際的な信⽤も⾼めます。また構造改⾰の前進を利下げ
の条件としていた中央銀⾏が7⽉31⽇に政策⾦利の引き下げを実施し、年内も追加利下げが予想されています。これ
は、景気を刺激すると共に、海外からの資本流⼊を促し、ブラジルレアルへの追い⾵になると考えます。
プラス要因： ボルソナロ新⼤統領による構造改⾰の前進

年⾦制度改⾰による国際的信⽤の向上
⾃国の利下げ等の経済改⾰によるブラジル経済の底上げ
構造改⾰前進によるインフレ体質の改善・海外からの資本流⼊
世界的な⾦融緩和傾向

マイナス要因： ⽶中貿易摩擦の影響による輸出不振を要因とした、企業活動の低下、雇⽤・所得環境の停滞
低⾦利の⻑期化による収益性の低下
政治不信の再燃
⽶国の底堅い経済を背景とした、⽶ドル利上げ観測の再燃
世界的な景気減速懸念

（年/⽉）

NDFインプライド⾦利※（2019年8⽉末現在）

※ NDFインプライド⾦利は、⽇々の変動が⼤きいため20⽇移動平均を使⽤しています。
また、当資料で⽤いられているNDFインプライド⾦利はブルームバーグが集計・公表している数値であり、
ファンドにおける実際のNDFインプライド⾦利とは異なる場合があります。

（円） （％）ブラジルレアルの対円為替レートおよび対⽶ドル短期⾦利差の推移

ブラジルレアル

4.90％

期間：2009年11⽉末〜2019年8⽉末、⽉次
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。

ブラジル
レアル⾼

ブラジル
レアル安

⾦利差
拡⼤

⾦利差
縮⼩
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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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5〜8ページに記載の「投資リスク」「当資料のお取扱いについてのご注意」「お申込みメモ」「ファンドの費⽤」を必ずご確認ください。
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通貨選択型投資信託の収益イメージ
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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）

（2019年8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）
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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 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 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

（R1909076）
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