
1／5
■ 巻末の「投資リスク」および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

※ 上記の情報は2022年3月17日時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

※ 上記の情報は、投資先ファンドの運用会社であるブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー（以下、「ブルーベイ」と
　　いいます。）のコメントをもとに作成したものです。

臨時レポート（販売用資料）

作成日：2022年3月22日
新生インベストメント・マネジメント株式会社

ロ シ ア 債 券 の 保 有 状 況 に つ い て
-- エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） --

【ロシア債券の保有状況】

※1：

※2： 正式名称は、国際銀行間通信協会。世界の銀行等の間での海外送金や決済に利用される安全なネットワーク等を提供する非営利法
人のことをいいます。

債務不履行のことで、借りたお金の元本や利子の返済を約束した条件どおりに支払えなくなることをいいます。

組入比率投資先ファンド

直近

0.1%
2022年2月末

1.4%
2022年1月末

5.3%

【概要】

・ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、欧米諸国を中心に対ロシア経済制裁が強まる中、ロシア国債の
デフォルト※1 についての懸念が高まりつつあります。

・エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）ではロシア債券の投資比率は0.1％を下回って
おり、ロシア債券の動向による間接的な影響の可能性はあるものの、直接的な影響は限定的なものに
留まると考えられます。

【背景と市場環境】

2月下旬にロシアはウクライナへの侵攻を開始し、その軍事行動は高まりを見せています。このような状況を受け、米国
や欧州諸国を中心に、ロシアに対する経済制裁が強まっているほか、ロシアの主要銀行を国際決済システムのＳＷＩＦＴ※2

から排除する動きが見られる状況となっています。

このような中で、ロシアは、3月16日に支払期限を迎えていた国債の利払いを行わなかったことで、デフォルト懸念が高
まりました。この利払いは、3月17日に行われたことでデフォルトは回避されましたが、市場ではロシアに対する不透明感
がくすぶっている状況です。

【ロシア債券の保有状況】

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）（以下、「当ファンド」といいます。）の投資先ファンドであるSIM ブ
ルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドでは、2022年1月末時点で5％を超えるロシア債
券を保有していましたが、ロシアによるウクライナ侵攻以降、現地通貨建てのロシア関連債券における非常に不透明な先
行きに鑑みてポジション解消に努め、3月9日には全てのロシア国債を売却したことで、直近では組入比率が0.1％を下回
る準ソブリン債（ロシア鉄道の債券）のみとなっています。なお、ロシア・ルーブルのポジションについても、直近で、ほぼ
0％となっています。そのため、ロシア債券の動向が当ファンドに与える直接的な影響は限定的なものに留まると考えてい
ます。ただ、ロシアがデフォルトした場合には、金融市場全般で変動の大きい状況が生じることも考えられ、その場合には、
間接的に基準価額が影響を受ける可能性があります。

【今後の運用方針】

ウクライナ情勢は不透明な状況が続いており、欧米諸国などによる対ロシア制裁が解除される兆しは見られません。こ
のような中、ロシア債券については、今後もデフォルトの可能性を含めた不安定な動きが続くとみられます。直近において
当ファンドで保有するロシア債券は準ソブリン債（ロシア鉄道の債券）で、今後、売却の可能性を探っていく方針です。当
ファンドについて、現時点でロシア債券を組み入れる予定はなく、マクロ情勢や金融市場の動向に注意を払いながら、今
後の運用を続けていく方針です。



2／5
■ 巻末の「投資リスク」および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

臨時レポート（販売用資料）

作成日：2022年3月22日
新生インベストメント・マネジメント株式会社



3／5
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作成日：2022年3月22日
新生インベストメント・マネジメント株式会社

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

【直接的にご負担いただく費用】（消費税率が10%の場合）
購入時手数料

信託財産留保額

【間接的にご負担いただく費用】（消費税率が10%の場合）

0.407%
(0.37%)
0.770%
(0.70%)
0.033%
(0.03%)

※ 「その他の費用・手数料」につきましては、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ができません。

※ 上記のファンドに係る費用につきましては、消費税率の変更に応じて適用される料率をご参照ください。

※ 当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

購入価額に3.85%（税抜3.5％）を上限として、販売会社が独自に

定める率を乗じて得た額とします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事
務手続き等の対価です。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

運用管理費用
（信託報酬）

(括弧内数字は税抜)

当ファンドの運用
管理費用・年率
（信託報酬）

1.210% 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
(1.10%)

ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上され、毎計算期末または
信託終了のときにファンドから支払われます。

その他の費用
・手数料

当ファンド 財務諸表監査に
関する費用

監査に係る手数料等(年額682,000円(税込))です。
当該費用が日々計上され毎計算期間末または信託終了の時にファンドか
ら監査法人に支払われます。

(委託会社) 委託した資金の運用の対価です。

(販売会社) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価で
す。

(受託会社) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

投資対象とする投資
信託証券・年率

0.80% 投資運用等の対価です。

実質的な負担・年率    2.010%程度（税込）

運営および一般管理費 法律顧問報酬、監査報酬、法定書類の作成費、ルクセンブルグ税等です。

信託事務の処理に
要する諸費用等

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等です。
当該費用が日々計上され毎計算期間末または信託終了の時にファンドか
ら支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10％(税込)
を上限とします。

投資先ファンド 組入有価証券等の売買の
際に発生する取引手数料

組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料等です。

保管報酬、事務代行報酬、登録
および名義書換代行報酬等

保管および事務代行ならびに資産管理等に対する対価です。
投資先ファンドの純資産総額に対して年率0.30％を上限とします。

ファンド名

商品分類

当初設定日

信託期間

決算日

購入・換金

申込不可日

申込締切時間

購入・換金単位

収益分配

購入価額

換金価額

換金代金

課税関係

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）

追加型投信/海外/債券

2006年6月30日（金）

無期限とします。

原則として、毎月23日（休業日の場合は翌営業日）とします。

販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入および換金のお申込はできません。

●ルクセンブルグの銀行休業日

●ロンドンの銀行休業日

●ニューヨークの銀行休業日

午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

販売会社が定める単位とします。

年12回の決算時に、原則として収益の分配を行います。

※分配金を受け取る「一般コース」と自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。なお、どちらか一

方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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（当該基準価額に、0.5％の率を乗じて得た

額）を控除した価額とします。

原則として換金申込受付日から起算して、7営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

【お申込みメモ】 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
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（2022年3月22日現在）

新生インベストメント・マネジメント株式会社

【委託会社、その他関係法人】
委託会社

受託会社
販売会社

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）
03-6880-6448（受付時間：営業日の9時～17時）
ホームページアドレス：http://www.shinsei-investment.com/
登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第340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
株式会社りそな銀行（信託財産の管理等）
下記参照（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）

登録番号 日本証券業協会
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

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号 〇 〇

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 〇 〇 〇

池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 〇

今村証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第3号 〇

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 〇 〇

SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 〇 〇 〇 〇

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 〇 〇 〇

auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 〇 〇 〇

おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者 沖縄総合事務局長（金商）第1号 〇

香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第3号 〇

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号 〇 〇

株式会社西京銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第7号 〇

十六TT証券株式会社 金融商品取引業者 　東海財務局長（金商）第188号 〇

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号 ○

株式会社新生銀行
（委託金融商品取引業者
マネックス証券株式会社）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 〇 〇

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 〇

株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号 〇

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 〇 〇 〇

株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第1号 〇

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 〇 〇

西日本シティTT証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 〇

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 〇 〇

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 〇 〇 〇 〇

浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号 〇

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 〇 〇

ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 〇

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号 〇 〇

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 〇 〇 〇 〇

三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175号 〇

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 〇 〇 〇 〇

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 〇

金融商品取引業者名　（五十音順）
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新生インベストメント・マネジメント株式会社

【投資リスク】 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの運用による損益は
すべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスクも加わります。したがって、ファンドに
おける投資者の皆様の投資元本は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、投資元本を割込むことが
あります。また、投資信託は預貯金とは異なります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。

《主な基準価額の変動要因》

1．価格変動リスク（金利変動リスク）

当ファンドは、主として投資信託証券を通じて公社債に投資します。公社債の価格は、一般的には金利が低下した場合は上
昇し、金利が上昇した場合は下落します。また発行体が財政難や経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥っ
た場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた公社債の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結
果投資元本を割込むことがあります。また当ファンドは、先進国の債券に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国･地域の
公社債を実質的な投資対象としますが、そうした公社債の価格は大きく変動することがあります。さらに流動性が低いため、想
定する債券価格と乖離した価格で取引しなければならない場合などがあり、そうしたことが基準価額の下落要因となり、その結
果投資元本を割込むことがあります。

2.．為替変動リスク

当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対す
る為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。為替レートは、各国の経済･金
利動向、金融･資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市
場規模や取引量が比較的小さい国･地域を実質的な投資対象としますが、そうした国･地域の為替相場は大きく変動することが
あります。さらに、流動性が低いため、想定する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それ
らのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。

3．カントリー・リスク

当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨規制等の変化
により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。特に新興国は、先進国と比較して、一般的に
は経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きくなり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動
をもたらすことがあります。また政治不安などが金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国
と比較し、経済状況が大きく変動する可能性が高く、外部評価の悪化や経済危機等が起こりやすいリスクもあります。さらに大
きな政策転換、規制の強化、政治体制の大きな変化、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著し
い悪影響を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリー･リスクを伴います。

4．信用リスク

当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等に
より基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営･財務状況の急激
な悪化や経営不安･破綻が起こりやすいリスクがあります。また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融
商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割込むこ
とがあります。

5．その他の留意点

●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。

●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止することやあ
るいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。

●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。

●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境
が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

【ご留意いただきたい事項】

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料では
ありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するもので
はありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されるこ
とがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある
資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、元金が保証されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさま
に帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご理解の上、ご
自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基
金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報
酬）等がかかるほか、売却時には信託財産留保額がかかる場合があります。


