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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

安定と成長の国 当ファンドの　つのポイント
現在の投資環境は、投資対象の価格変動が大きくなる場面もあり、新たな
投資において不安をもたれる方が多いのではないでしょうか。
そうした中、オーストラリアは先進国の中でも長期にわたって経済成長を
維持していることから、今もなお安定性と成長性を併せ持つ投資対象国
であると私たちは考えています。

当ファンドは、オーストラリアの債券、株式、リートに分散投資しながら、
投資環境の大幅な悪化が予想される場合などの緊急時に、守りの運用を
行う機能も備えています。こうした運用手法により、投資リスクの抑制を
図りながら利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

みなさまの資産運用の一つとして、
オーストラリアへの分散投資に注目してみてはいかがでしょうか。

三菱ＵＦＪ国際投信

現在の投資環境は、投資対象の価格変動が大きくなる場面もあり、新たな
投資において不安をもたれる方が多いのではないでしょうか。
そうした中、オーストラリアは先進国の中でも長期にわたって経済成長を
維持していることから、今もなお安定性と成長性を併せ持つ投資対象国
であると私たちは考えています。

当ファンドは、オーストラリアの債券、株式、リートに分散投資しながら、
投資環境の大幅な悪化が予想される場合などの緊急時に、守りの運用を
行う機能も備えています。こうした運用手法により、投資リスクの抑制を
図りながら利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

みなさまの資産運用の一つとして、
オーストラリアへの分散投資に注目してみてはいかがでしょうか。

三菱ＵＦＪ国際投信

3
成長が続くオーストラリアに投資
長期安定成長を続けるオーストラリアの資産に投資を行います。

3つの好利回り資産に分散投資
利子・配当収益を重視した投資を行い、基本資産配分比率は、債券40％、株式
40％、不動産投資信託証券（リート）20％とします。

緊急時における投資リスクを抑制
投資環境の大幅な悪化が予想される場合には、株式、リートの実質組入比率
を引き下げる一方、預金等の比率を最大40％まで引き上げます。

※債券は「ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」、株式は「ＡＭＰ オーストラリア高配当株式マザーファンド」、リートは「ＡＭＰ オースト
ラリアＲＥＩＴマザーファンド」を通じて実質的な投資を行います。

・上記の利回りは一時点のものであり、今後変化することがあります。
・ファンドの利回りは、各資産の利回りを資産配分比率で加重平均しています。よってファンドの将来の分配をお約束するものではありません。債券は

最終利回り、株式、リートは実績配当利回りをそれぞれ加重平均して計算したものを表示しています。また、株式、リートについては投資対象マザー
ファンド、債券については、ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドより提供された運用ポートフォリオベース（債券先物を含む）を基に算出して
います。

・豪ドル預金等は、投資環境の大幅な悪化が予想される場合、豪ドルのオーバーナイト預金金利を使用し簡便的に算出するため、実際の値とは異なり
ます。

・各資産は為替やその他の特性を考慮しておらず、利回りだけで単純に比較できるものではありません。
・為替ヘッジコスト考慮後の利回りは、最終利回りから為替ヘッジコスト試算値を差し引いた利回りのイメージであり、実際のファンド利回りとは異なり

ます。
・為替ヘッジコスト試算値は、豪ドル（オーストラリアの銀行手形1ヵ月の利回り）と円の短期金利（1ヵ月LIBOR）の差から三菱UFJ国際投信が算出した

ものであり、実際の為替ヘッジコストとは異なります。

・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。

利回りについて

最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認いただけます。
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◆投資環境の大幅な悪化が予想される場合、資産配分比率を調整します。
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3資産の資産配分比率調整のイメージ
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40％
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リート 6.7％
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株式
13.3％

（最小）

投資割合を調整

預金等※を活用し、
投資リスクの抑制をめざします。

・債券の資産配分比率は40%を維持します。
・資産配分比率調整のイメージは、あくまでイメージであり一部簡略化して記載している部分があります。また資産配分比率は、投資環境等

により変更される場合があります。
※オーストラリア好利回り3資産バランス〈為替ヘッジあり〉(年2回決算型）の場合は、豪ドル預金または円預金等、オーストラリア好利回り

3資産バランス（年2回決算型）の場合は、豪ドル預金等となります。

オーストラリア好利回り3資産バランス（年2回決算型）
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成長が続くオーストラリアに投資
相対的に安定した経済成長率

・オーストラリアは、今後も安定した経済成長が見込まれます。
・世界最長28年（112四半期、2019年4-6月期時点）にわたる景気拡大（2四半期連続のマイナス成長を回避）を
継続しています。

・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

（出所）ＩＭＦ World Economic Outlook Database October 2019のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：1992年～2024年、一部IMF推計値）

（期間：1992年～2024年、一部IMF推計値）
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（出所）ＩＭＦ World Economic Outlook Database October 2019のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

実質ＧＤＰ成長率の推移

人口増加率の推移
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・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

・各通貨の平均値は2007年11月末から2019年10月末の間で算出しています。
・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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＜コラム＞ オーストラリアは資源だけじゃない！？
オーストラリアの産業構造は第3次
産業（金融・サービス産業）の比率が
高く、内需が経済成長を牽引する構造
になっています。

・四捨五入しているため、合計が100％にならない
場合があります。

・産業はオーストラリア統計局の区分によります。

豪ドル(対円）と米ドル（対円）の推移

オーストラリアの主な産業（実質GDP構成比）

豪ドル（対円）
米ドル（対円）

農林水産業 2.7%

その他第3次産業 25.0% 建設業 8.2％

鉱業 8.4％

教育・医療サービス
12.8%

金融・不動産
12.6%

卸売、小売、ホテル・飲食 11.2%

運輸・倉庫・通信 7.6％

公共サービス 5.5％

第3次産業
約75%
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（出所）国際金融情報センターのデータを基に
　　   三菱ＵＦＪ国際投信作成

注目ポイント

・足下では過去平均と比較して米ドル（対円）は高い水準（円安の水準）で推移していますが、豪ドル（対円）は低い
水準（円高の水準）で推移しています。

注目ポイント

・米国、日本と比較すると人口増加率は相対的に高く、今後の経済成長要因として期待されます。
注目ポイント
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円高

2007年11月末～2019年10月末
平均値 100.8円

2007年11月末～2019年10月末
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オーストラリアの産業構造は第3次
産業（金融・サービス産業）の比率が
高く、内需が経済成長を牽引する構造
になっています。

・四捨五入しているため、合計が100％にならない
場合があります。

・産業はオーストラリア統計局の区分によります。

豪ドル(対円）と米ドル（対円）の推移

オーストラリアの主な産業（実質GDP構成比）

豪ドル（対円）
米ドル（対円）

農林水産業 2.7%

その他第3次産業 25.0% 建設業 8.2％

鉱業 8.4％

教育・医療サービス
12.8%

金融・不動産
12.6%

卸売、小売、ホテル・飲食 11.2%

運輸・倉庫・通信 7.6％

公共サービス 5.5％

第3次産業
約75%

POINT

1

（出所）国際金融情報センターのデータを基に
　　   三菱ＵＦＪ国際投信作成

注目ポイント

・足下では過去平均と比較して米ドル（対円）は高い水準（円安の水準）で推移していますが、豪ドル（対円）は低い
水準（円高の水準）で推移しています。

注目ポイント

・米国、日本と比較すると人口増加率は相対的に高く、今後の経済成長要因として期待されます。
注目ポイント

円安

円高

2007年11月末～2019年10月末
平均値 100.8円

2007年11月末～2019年10月末
平均値 84.7円
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3つの好利回り資産に分散投資
POINT

2

・上記の利回りは一時点のものであり、今後変化することがあります。
・債券は最終利回り、株式、リートは実績配当利回りをそれぞれ加重平均して計算したものを表示しています。また、株式、リートについては投資対象
マザーファンド、債券については、ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドより提供された運用ポートフォリオベース（債券先物を含む）を基に
算出しています。

・各資産は為替やその他の特性を考慮しておらず、利回りだけで単純に比較できるものではありません。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
　また、税金・手数料等を考慮しておりません。

・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。

※弁済順位とは、発行体が経営破綻に陥った場合に、債権者等に対して残余財産
を弁済する順位のことであり、弁済順位の高位のものから弁済されます。

・ 上図はハイブリッド証券の特性を示したイメージ図であり、各証券の特性
すべてを網羅するものではありません。

■  ハイブリッド証券のイメージ

普通社債

劣後債
優先証券

株式
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■  各ハイブリッド証券の概要

●劣後債、優先証券（以下、「ハイブリッド証券」という場合があります。）は、債券と株式の両方の特性を有しており、上場または非上場
となっています。
●ハイブリッド証券は一般に利息（配当）が定められており、満期時や繰上償還時に額面で償還される等、債券に似た性質を有していま
す。同一発行体が発行している普通社債とハイブリッド証券を比べると、ハイブリッド証券の弁済順位は普通社債に比べて低いという
特徴などがあり、リスクは普通社債に比べてハイブリッド証券の方が高くなります。その一方で、ハイブリッド証券の方が普通社債よりも
利回りが高く、また期待リターンも高くなります。

発行体の経営破綻時に、弁済順位が普通社債よりも劣る分、普通
社債と比べて利回りは高くなります。
満期が定められている「期限付劣後債」と、満期が定められていない
「永久劣後債」があり、永久劣後債は満期が定められていない分、
一般的には期限付劣後債よりも利回りは高くなります。

発行体の経営破綻時に、弁済順位が普通社債や劣後債よりも
劣る分、普通社債や劣後債と比べて利回りは高くなります。
配当や、会社の解散時に債務を弁済した後に残る財産に関する
分配については、株式より優先されます。
また発行体の財務状況や収益動向等の要因によって、利息（配当）
の支払いが停止される可能性があります。

劣
後
債

優
先
証
券

＊劣後債、優先証券とは

（2019年10月末現在）
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

（％）

豪州株式 ファンド豪州リート 米国リート 米国国債米国株式 豪州債券

4.6 4.5 4.2
3.5

2.3
1.7 1.2

＜ご参考＞ 足下の利回り水準

・ファンドの利回りは、オーストラリア好利回り3資産バランス（年2回決算型）を表示しています。
・ファンドの利回りについては、P2をご覧ください。

各資産の利回り水準

※各要因は、「豪州株式（税引前配当込み）」を三菱UFJ国際投信の計算により月次で「配当収益要因」と「価格変動要因」に分け、それぞれを累積したもの
です。
・上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。指数については後記【本資料で使用している指数について】をご覧くだ
さい。
・「豪州株式（税引前配当込み）」は2007年11月末＝100として指数化しています。
・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

（期間：2007年11月末～2019年10月末）
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＜ご参考＞ オーストラリア株式の投資収益の要因分解（豪ドルベース）

配当収益要因（左目盛） 価格変動要因（左目盛） 豪州株式（税引前配当込み：右目盛）

・長期にわたる配当収益の積み上げは、価格変動による損失を吸収し投資収益を押し上げる効果が期待されます。
これは債券・リートにおける利子・配当収益についても同じことが言えます。

注目ポイント

配当収益の重要性

・上記（ファンドを除きます）は指数を使用しています。指数については後記【本資料で使用している指数について】をご覧ください。
・各資産は為替やその他の特性を考慮しておらず、利回りだけで単純に比較できるものではありません。
・債券は最終利回り、株式、リートは実績配当利回りを表示しています。

（出所）Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・オーストラリアの株式やリートは、米国の株式やリートよりも高い利回りとなっています。
注目ポイント

◆当ファンドの債券部分については、主として、オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券＊等に
投資します。

最終利回り： 基本資産配分比率：

（2019年10月末現在）

債  券 2.0 40％

40％

◆当ファンドの株式部分については、主として、オーストラリアの株式に投資します。

株  式 配当利回り： 基本資産配分比率：

◆当ファンドのリート部分については、主として、オーストラリアの不動産投資信託証券（リート）に投資します。

リート 配当利回り： 基本資産配分比率：

％

6.5％

4.0％ 20％
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3つの好利回り資産に分散投資
POINT

2

・上記の利回りは一時点のものであり、今後変化することがあります。
・債券は最終利回り、株式、リートは実績配当利回りをそれぞれ加重平均して計算したものを表示しています。また、株式、リートについては投資対象
マザーファンド、債券については、ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドより提供された運用ポートフォリオベース（債券先物を含む）を基に
算出しています。

・各資産は為替やその他の特性を考慮しておらず、利回りだけで単純に比較できるものではありません。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
　また、税金・手数料等を考慮しておりません。

・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。

※弁済順位とは、発行体が経営破綻に陥った場合に、債権者等に対して残余財産
を弁済する順位のことであり、弁済順位の高位のものから弁済されます。

・ 上図はハイブリッド証券の特性を示したイメージ図であり、各証券の特性
すべてを網羅するものではありません。

■  ハイブリッド証券のイメージ
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■  各ハイブリッド証券の概要

●劣後債、優先証券（以下、「ハイブリッド証券」という場合があります。）は、債券と株式の両方の特性を有しており、上場または非上場
となっています。
●ハイブリッド証券は一般に利息（配当）が定められており、満期時や繰上償還時に額面で償還される等、債券に似た性質を有していま
す。同一発行体が発行している普通社債とハイブリッド証券を比べると、ハイブリッド証券の弁済順位は普通社債に比べて低いという
特徴などがあり、リスクは普通社債に比べてハイブリッド証券の方が高くなります。その一方で、ハイブリッド証券の方が普通社債よりも
利回りが高く、また期待リターンも高くなります。

発行体の経営破綻時に、弁済順位が普通社債よりも劣る分、普通
社債と比べて利回りは高くなります。
満期が定められている「期限付劣後債」と、満期が定められていない
「永久劣後債」があり、永久劣後債は満期が定められていない分、
一般的には期限付劣後債よりも利回りは高くなります。

発行体の経営破綻時に、弁済順位が普通社債や劣後債よりも
劣る分、普通社債や劣後債と比べて利回りは高くなります。
配当や、会社の解散時に債務を弁済した後に残る財産に関する
分配については、株式より優先されます。
また発行体の財務状況や収益動向等の要因によって、利息（配当）
の支払いが停止される可能性があります。
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＊劣後債、優先証券とは

（2019年10月末現在）
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＜ご参考＞ 足下の利回り水準

・ファンドの利回りは、オーストラリア好利回り3資産バランス（年2回決算型）を表示しています。
・ファンドの利回りについては、P2をご覧ください。

各資産の利回り水準

※各要因は、「豪州株式（税引前配当込み）」を三菱UFJ国際投信の計算により月次で「配当収益要因」と「価格変動要因」に分け、それぞれを累積したもの
です。
・上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。指数については後記【本資料で使用している指数について】をご覧くだ
さい。
・「豪州株式（税引前配当込み）」は2007年11月末＝100として指数化しています。
・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

（期間：2007年11月末～2019年10月末）
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＜ご参考＞ オーストラリア株式の投資収益の要因分解（豪ドルベース）

配当収益要因（左目盛） 価格変動要因（左目盛） 豪州株式（税引前配当込み：右目盛）

・長期にわたる配当収益の積み上げは、価格変動による損失を吸収し投資収益を押し上げる効果が期待されます。
これは債券・リートにおける利子・配当収益についても同じことが言えます。

注目ポイント

配当収益の重要性

・上記（ファンドを除きます）は指数を使用しています。指数については後記【本資料で使用している指数について】をご覧ください。
・各資産は為替やその他の特性を考慮しておらず、利回りだけで単純に比較できるものではありません。
・債券は最終利回り、株式、リートは実績配当利回りを表示しています。

（出所）Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・オーストラリアの株式やリートは、米国の株式やリートよりも高い利回りとなっています。
注目ポイント

◆当ファンドの債券部分については、主として、オーストラリアの企業が発行する普通社債、劣後債および優先証券＊等に
投資します。

最終利回り： 基本資産配分比率：

（2019年10月末現在）

債  券 2.0 40％

40％

◆当ファンドの株式部分については、主として、オーストラリアの株式に投資します。

株  式 配当利回り： 基本資産配分比率：

◆当ファンドのリート部分については、主として、オーストラリアの不動産投資信託証券（リート）に投資します。

リート 配当利回り： 基本資産配分比率：

％

6.5％

4.0％ 20％
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◆投資環境の大幅な悪化が予想される場合、資産配分比率を調整します。

・資産配分比率調整のイメージは、あくまでイメージであり一部簡略化して記載している部分があります。また資産配分比率は、投資環境等により変更
される場合があります。

・当ファンドでは、原則として上記決定プロセスに沿って投資リスクの抑制を図りますが、上記決定プロセスが投資リスク抑制において将来にわたって
有効であるとは限りません。また、上記決定プロセスは定期的に見直されます。

①ファンダメンタルズ要素 ②センチメント要素

通常時 投資環境の大幅な
悪化が予想される場合

※定量判断の各項目は定期的に見直されます。

・債券の資産配分比率は40%を維持します。

債券
40％

リート
20％

株式
40％

預金等比率案の決定プロセス（イメージ）

定量判断

3資産の資産配分比率調整のイメージ

・上記は、シミュレーションであり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、為替・税金・手数料等を考慮
しておりません。

・上記のシミュレーションは、オーストラリア好利回り3資産バランス（年2回決算型）の場合です。
・シミュレーション（リスク抑制機能付）は、毎月末に決定された豪ドル預金等の組入比率を加味した資産配分比率となるよう調整した状態で表示して

います。
・シミュレーション（リスク抑制機能なし）は、毎月末に基本資産配分比率となるよう調整した状態で表示しています。

（出所）ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2007年11月末～2017年11月末）
シミュレーション

（リスク抑制機能付）

203
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（リスク抑制機能なし）
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※赤枠はリスク抑制機能発動期間を示しています。
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＜ご参考＞ 投資比率の推移（左軸）と値動きのシミュレーション（右軸）

投資リスクの抑制により、相場の大幅な下落が予想される局面で
損失を抑制することをめざします

債券　　　　リート　　　　株式　　　　豪ドル預金等
シミュレーション（リスク抑制機能付） シミュレーション（リスク抑制機能なし）

緊急時における投資リスクを抑制
POINT

3

※シミュレーションについて
・シミュレーションはリスク抑制機能のイメージをつかんでいただくためのものであり、ファンドの将来の市場環境の変動や運用

状況・成果を示唆・保証するものではありません。
・当ファンドの設定当初の定量判断の一部（バリュエーション、企業業績/サイクル、流動性/金融政策）を基に、2007年11月末に

遡ってこれらの定量判断を行ってきたものと仮定し、各資産の値動きを指数に当てはめて、ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・
リミテッドが行ったシミュレーションです。なお、定性判断は加味しておりません。

・シミュレーションに使用している指数は、豪州債券がブルームバーグ オーストラリア債券（総合）インデックス、豪州リートがS&P/
　ASX200 Ａ-REIT Indexです。各指数の詳細については【本資料で使用している指数について】をご確認ください。なお、豪州株式

に関してはＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドが適当と判断した指数を用いています。
・指数を当てはめているため、流動性や売買コスト、税金・その他手数料等を考慮しておりません。
・シミュレーションはファンドの過去の運用実績を示したものではありません。
・シミュレーションは2007年11月末＝100として指数化しています。計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

＜ご参考＞ リスク抑制機能のイメージ（豪ドルベース）

バリュエーション
（投資価値基準）

企業業績/サイクル

流動性/金融政策

センチメント
（市場・投資家心理）

テクニカル

定性判断

ミーティング等を通じた
裁量的判断＋

債券
40％

預金等
40％

（最大）

リート 6.7％
（最小）

株式
13.3％

（最小）

投資割合を調整

預金等を活用し、
投資リスクの抑制をめざします。

2008年9月
リーマン・ショック

2011年3月
東日本大震災

2010年4月
ギリシャ・ショック

2015年8月
チャイナ・ショック

2016年6月
Brexit

2013年5月
バーナンキ・ショック

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

◆ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドは定量判断に加えて、定性判断を考慮して預金等比率案を作成
します。委託会社は、この案に基づいて実際の投資比率を総合的に決定します。
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ファンドの目的・特色
ファンドの目的
オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子・配当収益
の確保および値上がり益の獲得をめざします。

オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券
（以下、「リート」といいます。）を実質的な主要投資対象とします。

※実際の運用は、債券については「ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」、株式は「ＡＭＰ オーストラリア高配当株式
マザーファンド」、リートは「ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンド」を通じて行います。

・上記主要投資対象のほか、豪ドル預金または円預金等（コールローンを含みます。以下同じ。）を活用することがあります。

ファンドの特色

特 色特 色11

投資環境の大幅な悪化が予想される場合には、株式・リートの
実質組入比率を引き下げる一方、預金等の組入比率を
引き上げ、投資リスクの抑制をはかります。

●預金等の組入れ比率を最大40%まで引き上げます。

●ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドからの、主にバリュエーション（投資価値基準）、企業業績等の定量判断
に加えて、定性判断（運用チームによるディスカッション等）を考慮した案に基づいて、委託会社が総合的に決定します。

特 色特 色33

各マザーファンドの主要投資対象と基本資産配分比率

債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40：40：20
を維持することを基本とします（以下「基本資産配分比率」といいます。）。
なお資産配分比率は、投資環境等に応じて見直すことがあります。特 色特 色22

資産 基本資産配分比率主要投資対象マザーファンド

債券

株式

リート

ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券
マザーファンド
ＡＭＰ オーストラリア高配当株式
マザーファンド

ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴマザーファンド

オーストラリアの企業が発行する
普通社債、劣後債および優先証券等

オーストラリアの企業が発行する株式

オーストラリアのリート

40%

40%

20%
※各資産の詳細については、前述「3つの好利回り資産に分散投資」をご確認ください。

運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があります。
投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。

ファンドの運用にあたっては、ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・
リミテッドの運用力を活用します。

●各マザーファンドの運用にあたっては、ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を
委託します。

●各マザーファンドへの投資比率は、ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドからのアドバイスを受け、決定します。

特 色特 色 44

ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド
■オーストラリアを代表する総合金融グループであるAMPグループの

一員で、オーストラリア最大規模の運用会社です。
■債券・株式投資に加え、インフラ、不動産といった実物資産クラスへの

豊富な投資経験を有しています。

原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。

特 色特 色55

年２回の決算時（3月、9月の各15日（休業日の場合は翌営業日））
に分配を行います。

●分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、
分配を行わないことがあります。

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。
（「オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>（年2回決算型）」の初回決算日は、2020年3月16日です。）

特 色特 色66

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

ファンドのリスクについては「投資リスク」をご参照ください。

原則として為替ヘッジは行いません。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響

を受けます。

・豪ドルベースでの基準価額の変動リスクを抑制することを目的として、豪ドル預金等の組入比率を最大40％まで引き上げます。

・基準価額の変動リスクを抑制することを目的として、為替ヘッジの影響や金利水準等を考慮し、豪ドル預金または円預金等の
組入比率を最大40％まで引き上げます。

オーストラリア好利回り3資産バランス（年2回決算型）

オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>（年2回決算型）

オーストラリア好利回り3資産バランス（年2回決算型）

オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>（年2回決算型）
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運用実績 為替ヘッジあり／為替ヘッジなしの選択
（2019年10月31日現在）

最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認いただけます。

2018/03/05 2018/08/29 2019/03/05 2019/09/05

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりで運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

・比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。
・投資環境の大幅な悪化が予想される場合、豪ドル預金等を活用し、投資リスクの抑制をめざします。
なお、豪ドル預金等はコールローン他に含まれます。

基準価額および純資産総額の推移

分配金実績（1万口当たり、税引前）

資産構成

135円 435円
2019/09

155円
2019/03

145円
2018/09

ー
ー

ー
ー

ー
ー 設定来累計

11,000
10,800
10,600
10,400
10,200
10,000
9,800
9,600
9,400
9,200
9,000

（円） （億円）
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

基準価額【左目盛】 基準価額（分配金再投資）【左目盛】 純資産総額【右目盛】

（期間：2018年3月5日～2019年10月31日）

・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。

・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。

豪ドル円の短期金利差と為替ヘッジコストの推移 豪ドル（対円）の推移
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また、各ファンドの投資リターンのイメージは、以下のようになります。
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・上記は各ファンドの投資リターンのイメージであり、ファンドの将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

円高による為替差損

円安による為替差益

組入外貨建資産への投資による総合収益
（各資産の価格の値動き＋利子・配当等収益）

組入外貨建資産への投資による総合収益
（各資産の価格の値動き＋利子・配当等収益）

為替の値動きによる影響を低減し、
　組入外貨建資産への投資による総合収益のみに着目します。

為替ヘッジありの場合 為替ヘッジなしの場合

（期間 ： 2007年11月末～2019年10月末）

為替ヘッジコスト
短期金利差

2011年11月 2015年11月

為替ヘッジありの場合
オーストラリア好利回り3資産バランス
<為替ヘッジあり>（年2回決算型）

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を
受けます。

●為替変動リスクの低減をはかるため、為替ヘッジ
を行った場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利
より低いときには、これらの短期金利差に基づく
ヘッジコストがかかります。なお、ヘッジコストは
基準価額にマイナスの影響を与えます。為替
市場の状況によっては、金利差相当分以上の
ヘッジコストとなる場合があります。

●外貨建資産に投資する場合、投資している有価
証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）
なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
なれば基準価額の下落要因となります（為替
変動リスク）。

為替ヘッジなしの場合
オーストラリア好利回り3資産バランス

（年2回決算型）

為替ヘッジとは ： 為替の変動による基準価額への影響を低減させる運用手法です。

為替予約取引を活用し為替ヘッジを行うことにより、為替
ヘッジをしなかった場合と比較して安定した値動きが期待
されます。ただし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを
完全に排除できるものではありません。

・短期金利差は、オーストラリアの銀行手形1ヵ月の利回り、日本の1ヵ月LIBORを用いて算出しています。
・為替ヘッジコストは、豪ドル円の直物レートと先物（1ヵ月）レートから三菱UFJ国際投信が算出したものであり、「オーストラリア好利回り

3資産バランス<為替ヘッジあり>（年2回決算型）」にかかる実際の為替ヘッジコストとは異なります。
（出所） Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

オーストラリア好利回り3資産バランス<為替ヘッジあり>（年2回決算型）

オーストラリア好利回り3資産バランス（年2回決算型）

2020年1月24日設定のため、2019年10月末時点で運用実績はありません。

比率
外国債券
外国株式
外国リート
コールローン他

39.4%
39.3%
19.7%
1.5%
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運用実績 為替ヘッジあり／為替ヘッジなしの選択
（2019年10月31日現在）

最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認いただけます。

2018/03/05 2018/08/29 2019/03/05 2019/09/05

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、1万口当たりで運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

・比率は純資産総額に対する各マザーファンド受益証券の割合です。
・投資環境の大幅な悪化が予想される場合、豪ドル預金等を活用し、投資リスクの抑制をめざします。
なお、豪ドル預金等はコールローン他に含まれます。

基準価額および純資産総額の推移
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また、税金・手数料等を考慮しておりません。
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為替の値動きによる影響を低減し、
　組入外貨建資産への投資による総合収益のみに着目します。

為替ヘッジありの場合 為替ヘッジなしの場合

（期間 ： 2007年11月末～2019年10月末）

為替ヘッジコスト
短期金利差

2011年11月 2015年11月

為替ヘッジありの場合
オーストラリア好利回り3資産バランス
<為替ヘッジあり>（年2回決算型）

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を
受けます。

●為替変動リスクの低減をはかるため、為替ヘッジ
を行った場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利
より低いときには、これらの短期金利差に基づく
ヘッジコストがかかります。なお、ヘッジコストは
基準価額にマイナスの影響を与えます。為替
市場の状況によっては、金利差相当分以上の
ヘッジコストとなる場合があります。

●外貨建資産に投資する場合、投資している有価
証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）
なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
なれば基準価額の下落要因となります（為替
変動リスク）。

為替ヘッジなしの場合
オーストラリア好利回り3資産バランス

（年2回決算型）

為替ヘッジとは ： 為替の変動による基準価額への影響を低減させる運用手法です。

為替予約取引を活用し為替ヘッジを行うことにより、為替
ヘッジをしなかった場合と比較して安定した値動きが期待
されます。ただし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを
完全に排除できるものではありません。

・短期金利差は、オーストラリアの銀行手形1ヵ月の利回り、日本の1ヵ月LIBORを用いて算出しています。
・為替ヘッジコストは、豪ドル円の直物レートと先物（1ヵ月）レートから三菱UFJ国際投信が算出したものであり、「オーストラリア好利回り

3資産バランス<為替ヘッジあり>（年2回決算型）」にかかる実際の為替ヘッジコストとは異なります。
（出所） Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
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投資リスク

【本資料で使用している指数について】
●豪州株式：S&P/ASX 200指数

S&P/ASX 200指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所上場の浮動株調整時価総額
上位200銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。

●豪州リート： S&P/ASX200 Ａ-REIT Index
S&P/ASX200 Ａ-REIT Indexとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資
信託の値動きを表す指数です。

●米国株式：ダウ・ジョーンズ工業株価平均
ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国を代表する優良30銘柄で構成されています。
各指数はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。
S&P DJIは、各指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

●豪州債券：ブルームバーグ オーストラリア債券(総合）インデックス
ブルームバーグ オーストラリア債券（総合）インデックスとは、オーストラリアの債券市場の値動き（豪ドルベース）を表す指数です。ブルームバーグ 
オーストラリア債券（総合）インデックスおよびブルームバーグ（Bloomberg®）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance 
L.P.）およびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、三菱ＵＦＪ国際投信による一定の目的での利用のために

ライセンスされています。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、ブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルーム
バーグは、三菱ＵＦＪ国際投信の関係会社ではなく、ブルームバーグは、三菱ＵＦＪ国際投信が運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは
推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の
適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

●米国リート：FTSE NAREIT All Equity REITs Index
FTSE NAREIT All Equity REITs Indexとは、米国リートの値動きを表す指数です。FTSE®は、London Stock Exchange Groupの会社が
所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSE International Limited（以下「FTSE」）が使用します。NAREIT®はNational Association 
of Real Estate Investment Trusts (以下「NAREIT」)が所有する商標です。 当該指数は、FTSEが算出を行います。FTSEとNAREITのいずれも
本商品のスポンサー、保証、販売促進を行っておらず、さらにいかなる形においても本商品に関わっておらず、一切の責務を負うものではありません。｠｠
インデックスの価格および構成リストにおける全ての知的所有権はFTSEとNAREITに帰属します。

●米国国債：FTSE米国債インデックス
FTSE米国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、米国債の総合収益率を指数化した債券インデックスです。同指数のデータは、
情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延
につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

・債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。
一般に市場金利が上がると、債券の価格は下落し、組入債券
の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の
変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間
が長いほど大きくなる傾向があります。

・株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績
や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。
組入株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

・リートの価格は、リート市場全体の動向のほか、保有不動産等
の価値やそこから得られる収益の増減等により変動します。
また、金利上昇時にはリートの配当（分配金）利回りの相対的
な魅力が弱まるため、リートの価格が下落することがあります。
組入リートの価格下落は、基準価額の下落要因となります。

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者の
みなさまの投資元本が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。投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

価格変動リスク

為替変動リスク

組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスク
の低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるもの
ではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象
通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジ
コストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況
によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合が
あります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません
ので、為替変動の影響を大きく受けます。

有価証券等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場に
おいてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落

（債券の場合は利回りが上昇）すること、配当金が減額あるいは
支払いが停止、または利払いや償還金の支払いが滞ること、
倒産等によりその価値がなくなること等があります。

信用リスク

有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量
が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合
には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来な
かったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果と
して不利な価格での取引となる場合があります。
また、ファンドが組み入れる劣後債および優先証券等は、一般
の公社債と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。

流動性リスク

リートは、一般的に収入の大部分を出資者に分配するため、
内部留保される資金額が限定されます。そこで新たな事業への
投資にあたっては外部から資金を調達する場合があり、財務
内容が良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達
が困難となり、価格が下落することがあります。また、借り入れ
により外部資金調達を行っている場合、金利上昇時には借入金
負担が大きくなることでリートの価格が下落したり配当金が
減額あるいは停止されることがあるほか、金融市場の状況や
リートの運営状況によっては借入金の借り換えが出来ず、運営
が破たんすることがあります。また、リートのスポンサー、運用
会社等による事業の運営管理手法等が、リートの収益力や財務
内容の悪化を招きリートの価格形成等に影響を与えることが
あります。

（金融機関の実質的な破たんに関するリスク）
金融機関の破たん処理等に関し、株主だけでなく債権者にも
損失負担を求める措置（ベイル・イン）に関する法制度が導入
される国・地域においては、監督当局により実質破たん状態に
あると認定された金融機関について、劣後債や優先証券、普通
社債等についても元本の一部もしくは全部の削減や、発行体の
普通株式への転換等、損失吸収措置がとられる可能性があり、
この場合にはファンドの基準価額が大きく下落する要因となり
ます。

リート固有のリスク

■ 基準価額の変動要因 劣後債および優先証券等（以下、「ハイブリッド証券」といいます）への投資には次のような特徴があり、価格変動・信用・流動性の
各リスクは普通社債への投資と比較して相対的に大きいものとなります。
（法的弁済順位の劣後）
一般的にハイブリッド証券の法的弁済順位は株式に優先し、普通社債に劣後します。したがって、発行体が経営破たん等に陥った
場合、普通社債等の元利金が支払われてもハイブリッド証券は元利金の支払いを受けられないことがあります。また、発行体が
経営不安、倒産、国有化などに陥った場合には、ハイブリッド証券の価値が大きく減少すること、または無くなることがあり、この
場合にはファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。さらに、ハイブリッド証券は、一般的に同一発行体の普通社債と
比較して低い格付けが格付機関により付与されています。
（繰上償還の延期・前倒し）
一般的にハイブリッド証券には、繰上償還（コール）条項が付与されており、この繰上償還の実施は発行体が決定することとなって
います。繰上償還されることを前提として取引されている証券もあり、これらの証券が市場で予想されていた期日に繰上償還が実施
されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合、また市場で予想されていた期日以前に償還される場合には、当該証券の
価格が大きく下落することがあります。
（利息・配当の繰り延べまたは停止）
利息または配当の支払い繰り延べ条項を有するハイブリッド証券は、発行体の財務状況や収益動向等の要因によって、利息または
配当の支払いが繰り延べまたは停止される可能性があります。この場合、期待される利払いや配当が得られないこととなり、ハイブ
リッド証券の価格が下落する可能性があります。
（損失吸収条項）
金融機関が発行するハイブリッド証券の中には、監督当局により実質破たん状態にあると認定された場合等に元本の一部もしくは
全部が削減される、または発行体の普通株式に転換されるなどの損失吸収条項が付与されているものがあります。損失吸収条項に
該当した場合、ハイブリッド証券の価格は大きく下落することがあります。
（株式等への転換）
一部のハイブリッド証券には、発行体の判断で実質的に株式等に転換する条項が付与されている場合があります。これらの証券が
転換される、もしくは転換されると見込まれる場合には、当該証券の価格が大きく下落することがあります。
（制度変更等）
将来、ハイブリッド証券にかかる税制の変更や、当該証券市場にとって不利益な制度上の重大な変更等があった場合には、税制上・
財務上のメリットがなくなるか、もしくは著しく低下する等の事由により、投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。

●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。

●ファンドは、AMP オーストラリアREITマザーファンドを通じて、実質的にオーストラリアの不動産投資信託
証券に投資を行いますが、オーストラリアの不動産投資信託証券の配当金に関しては、オーストラリアの
税制が適用されます。

●収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、
収益分配金の一部または全部が、実質的な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。収益分配金の支払い
は、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

●ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザー
ファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合など
には、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署
によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に
応じて改善策を審議しています。
なお、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の
投資リスクに対する管理体制や管理状況等をモニタリングしています。

■ その他の留意点

■ リスクの管理体制

ファンドは、格付けの低い投資適格未満の普通社債、劣後債および優先証券等に投資する場合があり、格付けの高い公社債への
投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

オーストラリア好利回り3資産バランス（年2回決算型）
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投資リスク

【本資料で使用している指数について】
●豪州株式：S&P/ASX 200指数

S&P/ASX 200指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所上場の浮動株調整時価総額
上位200銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。

●豪州リート： S&P/ASX200 Ａ-REIT Index
S&P/ASX200 Ａ-REIT Indexとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資
信託の値動きを表す指数です。

●米国株式：ダウ・ジョーンズ工業株価平均
ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国を代表する優良30銘柄で構成されています。
各指数はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。
S&P DJIは、各指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。

●豪州債券：ブルームバーグ オーストラリア債券(総合）インデックス
ブルームバーグ オーストラリア債券（総合）インデックスとは、オーストラリアの債券市場の値動き（豪ドルベース）を表す指数です。ブルームバーグ 
オーストラリア債券（総合）インデックスおよびブルームバーグ（Bloomberg®）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance 
L.P.）およびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、三菱ＵＦＪ国際投信による一定の目的での利用のために

ライセンスされています。ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスは、ブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルーム
バーグは、三菱ＵＦＪ国際投信の関係会社ではなく、ブルームバーグは、三菱ＵＦＪ国際投信が運用するファンドを承認し、是認し、レビューしまたは
推奨するものではありません。ブルームバーグは、ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックスに関連するいかなるデータまたは情報の
適時性、正確性または完全性を保証するものではありません。

●米国リート：FTSE NAREIT All Equity REITs Index
FTSE NAREIT All Equity REITs Indexとは、米国リートの値動きを表す指数です。FTSE®は、London Stock Exchange Groupの会社が
所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSE International Limited（以下「FTSE」）が使用します。NAREIT®はNational Association 
of Real Estate Investment Trusts (以下「NAREIT」)が所有する商標です。 当該指数は、FTSEが算出を行います。FTSEとNAREITのいずれも
本商品のスポンサー、保証、販売促進を行っておらず、さらにいかなる形においても本商品に関わっておらず、一切の責務を負うものではありません。｠｠
インデックスの価格および構成リストにおける全ての知的所有権はFTSEとNAREITに帰属します。

●米国国債：FTSE米国債インデックス
FTSE米国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、米国債の総合収益率を指数化した債券インデックスです。同指数のデータは、
情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延
につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

・債券の価格は、市場金利の変動の影響を受けて変動します。
一般に市場金利が上がると、債券の価格は下落し、組入債券
の価格の下落は基準価額の下落要因となります。市場金利の
変動による債券価格の変動は、一般にその債券の残存期間
が長いほど大きくなる傾向があります。

・株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績
や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。
組入株式の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

・リートの価格は、リート市場全体の動向のほか、保有不動産等
の価値やそこから得られる収益の増減等により変動します。
また、金利上昇時にはリートの配当（分配金）利回りの相対的
な魅力が弱まるため、リートの価格が下落することがあります。
組入リートの価格下落は、基準価額の下落要因となります。

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者の
みなさまの投資元本が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。投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

価格変動リスク

為替変動リスク

組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスク
の低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるもの
ではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象
通貨の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジ
コストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況
によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合が
あります。

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません
ので、為替変動の影響を大きく受けます。

有価証券等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場に
おいてその懸念が高まった場合には、有価証券等の価格が下落

（債券の場合は利回りが上昇）すること、配当金が減額あるいは
支払いが停止、または利払いや償還金の支払いが滞ること、
倒産等によりその価値がなくなること等があります。

信用リスク

有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量
が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合
には、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来な
かったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果と
して不利な価格での取引となる場合があります。
また、ファンドが組み入れる劣後債および優先証券等は、一般
の公社債と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。

流動性リスク

リートは、一般的に収入の大部分を出資者に分配するため、
内部留保される資金額が限定されます。そこで新たな事業への
投資にあたっては外部から資金を調達する場合があり、財務
内容が良好でないと判断されたリートは、外部からの資金調達
が困難となり、価格が下落することがあります。また、借り入れ
により外部資金調達を行っている場合、金利上昇時には借入金
負担が大きくなることでリートの価格が下落したり配当金が
減額あるいは停止されることがあるほか、金融市場の状況や
リートの運営状況によっては借入金の借り換えが出来ず、運営
が破たんすることがあります。また、リートのスポンサー、運用
会社等による事業の運営管理手法等が、リートの収益力や財務
内容の悪化を招きリートの価格形成等に影響を与えることが
あります。

（金融機関の実質的な破たんに関するリスク）
金融機関の破たん処理等に関し、株主だけでなく債権者にも
損失負担を求める措置（ベイル・イン）に関する法制度が導入
される国・地域においては、監督当局により実質破たん状態に
あると認定された金融機関について、劣後債や優先証券、普通
社債等についても元本の一部もしくは全部の削減や、発行体の
普通株式への転換等、損失吸収措置がとられる可能性があり、
この場合にはファンドの基準価額が大きく下落する要因となり
ます。

リート固有のリスク

■ 基準価額の変動要因 劣後債および優先証券等（以下、「ハイブリッド証券」といいます）への投資には次のような特徴があり、価格変動・信用・流動性の
各リスクは普通社債への投資と比較して相対的に大きいものとなります。
（法的弁済順位の劣後）
一般的にハイブリッド証券の法的弁済順位は株式に優先し、普通社債に劣後します。したがって、発行体が経営破たん等に陥った
場合、普通社債等の元利金が支払われてもハイブリッド証券は元利金の支払いを受けられないことがあります。また、発行体が
経営不安、倒産、国有化などに陥った場合には、ハイブリッド証券の価値が大きく減少すること、または無くなることがあり、この
場合にはファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。さらに、ハイブリッド証券は、一般的に同一発行体の普通社債と
比較して低い格付けが格付機関により付与されています。
（繰上償還の延期・前倒し）
一般的にハイブリッド証券には、繰上償還（コール）条項が付与されており、この繰上償還の実施は発行体が決定することとなって
います。繰上償還されることを前提として取引されている証券もあり、これらの証券が市場で予想されていた期日に繰上償還が実施
されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合、また市場で予想されていた期日以前に償還される場合には、当該証券の
価格が大きく下落することがあります。
（利息・配当の繰り延べまたは停止）
利息または配当の支払い繰り延べ条項を有するハイブリッド証券は、発行体の財務状況や収益動向等の要因によって、利息または
配当の支払いが繰り延べまたは停止される可能性があります。この場合、期待される利払いや配当が得られないこととなり、ハイブ
リッド証券の価格が下落する可能性があります。
（損失吸収条項）
金融機関が発行するハイブリッド証券の中には、監督当局により実質破たん状態にあると認定された場合等に元本の一部もしくは
全部が削減される、または発行体の普通株式に転換されるなどの損失吸収条項が付与されているものがあります。損失吸収条項に
該当した場合、ハイブリッド証券の価格は大きく下落することがあります。
（株式等への転換）
一部のハイブリッド証券には、発行体の判断で実質的に株式等に転換する条項が付与されている場合があります。これらの証券が
転換される、もしくは転換されると見込まれる場合には、当該証券の価格が大きく下落することがあります。
（制度変更等）
将来、ハイブリッド証券にかかる税制の変更や、当該証券市場にとって不利益な制度上の重大な変更等があった場合には、税制上・
財務上のメリットがなくなるか、もしくは著しく低下する等の事由により、投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。

●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。

●ファンドは、AMP オーストラリアREITマザーファンドを通じて、実質的にオーストラリアの不動産投資信託
証券に投資を行いますが、オーストラリアの不動産投資信託証券の配当金に関しては、オーストラリアの
税制が適用されます。

●収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、
収益分配金の一部または全部が、実質的な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。収益分配金の支払い
は、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

●ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザー
ファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合など
には、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署
によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に
応じて改善策を審議しています。
なお、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の
投資リスクに対する管理体制や管理状況等をモニタリングしています。

■ その他の留意点

■ リスクの管理体制

ファンドは、格付けの低い投資適格未満の普通社債、劣後債および優先証券等に投資する場合があり、格付けの高い公社債への
投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
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愛称：実りの大地（ヘッジあり）／実りの大地
ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

ファンドの費用
◎お客さまが直接的に負担する費用

◎お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に

支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管  

機関に支払われる費用
・AMP オーストラリアREITマザーファンドの換金に

伴う信託財産留保額
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により

異なるため、あらかじめ金額または上限額等を
記載することはできません。

保
有
期
間
中

日々の純資産総額に対して、年率1.65％（税抜 年率
1.50％）をかけた額
※上場投資信託（リート）は市場の需給により価格

形成されるため、上場投資信託の費用は表示して
おりません。

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により
異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、
ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に
開示されていますのでご参照ください。

本資料に関してご留意いただきたい事項 
●本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（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。　●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。　●本資料は
信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。　●投資信託は、預金等や保険契約とは
異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の
補償の対象ではありません。　●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

253158-IS　FP19-10254

※三菱UFJ信託銀行でお申込みの場合

お申込みメモ

購
入
時

購入単位
分配金再投資コース（累積投資コース）：10万円以上1円単位
インターネットバンキングでご購入の場合、1万円以上1円単位となります。
購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
再投資される分配金については、1口単位とします。
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されます。

換金単位
1口以上1口単位
換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社に
おいてお支払いします。

換
金
時

申込不可日
次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。
・オーストラリア証券取引所、シドニー先物取引所、シドニーの銀行の

休業日
申込締切時間
原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分
とします。
換金制限
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を
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
金融商品取引所等における取引の停止、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・換金のお申込みの受付を取消すこと
があります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用
効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、購入のお申
込みの受付を中止することがあります。

信託期間
■実りの大地（ヘッジあり）
2028年3月15日まで（2020年1月24日設定）
■実りの大地
2028年3月15日まで（2018年3月5日設定）
繰上償還
各ファンドについて受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。
決算日
毎年３・９月の15日（休業日の場合は翌営業日）
※実りの大地（ヘッジあり）の初回決算日は2020年3月16日
収益分配
年２回の決算時に分配を行います。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。
※分配金を再投資せず定期的に受取る場合には、別途「定期引出契約」

をお申込みいただきます。
課税関係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、
収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に
対して課税されます。NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA

（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。税法が改正された
場合等には、変更となることがあります。
スイッチング
各ファンド間でのスイッチングが可能です。手数料等は、「ファンドの費用」
をご参照ください。なお、換金時の譲渡益に対して課税されます。

そ
　の
　他

申
込
に
つ
い
て

購
入
時

購入時
手数料

換
金
時

信託財産
留保額 ありません。

受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）
三菱UFJ信託銀行株式会社

販売会社（購入・換金の取扱い等）
販売会社は、上記の三菱UFJ国際投信の照会先でご確認いただけます。

委託会社（ファンドの運用の指図等）
三菱UFJ国際投信株式会社
お客さま専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間／営業日の9：00～17：00）
●ホームページアドレス   https://www.am.mufg.jp/

購入金額（購入価額×購入口数）×手数料率で得た額
手数料率は、購入代金（購入金額+購入時手数料

（税込））に応じて以下の率とします。

■スイッチングの場合
ありません。

購入代金 手数料率
1,000万円未満 2.20％ （税抜 2.00％）

1.65％ （税抜 1.50％）1,000万円以上


