
MA・ヘッジ・ファンド・ストラテジーズ・リミテッド

UBS短期円金利ファンド（適格機関投資家向け）

その他現金等

計

※資産構成比は、各ファンドの純資産総額に占める割合です。

ポートフォリオの状況

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定し
ます。ただし、運用状況等によっては、委託会社の判断で分
配金の金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場
合があります。上記の分配金は過去の実績であり、将来の
分配金を示唆、保証するものではありません。

4.3%
西欧州 3.0% 1.4% 4.3%

※上記グラフは設定日から報告基準日までのデータを表示しています。
※基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後、ファンドの分配金（1万
口当たり、税引前）でファンドを購入（再投資）したと仮定した場合の価額です。
※騰落率は各応答日で計算しています。応答日が休業日の場合は前営業日の数値で計算
しています。
※基準価額の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

国・地域 ロング ショート グロス
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UBS合併裁定戦略ファンド（SMA専用）

運用実績

追加型投信／内外／株式

ファンドの特色
■主として、世界各国（日本を含みます）の企業の株式※を実質的な主要投資対象とし、公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株
式を買い付け、または買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てることを基本戦略とします。
※関連する上場デリバティブ商品等を活用することがあります。

■主要投資対象である外国投資信託の運用はUBSグループの資産運用部門であるUBSアセット・マネジメント・グループに属しているUBS オコー
ナー・エルエルシーが行います。
資金動向、信託財産の規模、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。
※当レポートにおける分配金については全て税引前としております。また、基準価額の記載については全て信託報酬控除後としております。

100.0%

0.0%

95.7%

0.0% 2.0% 2.0%

その他 0.5% 0.0% 0.5% 0.5%

計 50.2% 8.2% 58.5% 42.0%

※国・地域別構成比率は、純資産総額に占める割合です。
※表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しています。
上記の運用実績は基準日時点におけるデータであり、将来の成果を示唆・保証す
るものではなく、市場動向等により変動します。また、ポートフォリオの内容は市場
動向等を勘案して随時変更されます。

アジア（日本を除く） 2.0%

ネット

米国およびカナダ 44.4% 6.9% 51.2% 37.5%

1.6%

日本 0.4% 0.0% 0.4% 0.4%

国・地域別構成比率資産構成比

ファンドデータ

基準価額 9,930円

純資産総額 1.8億円

設定日 2019年10月11日

信託期間
2019年10月11日から

2029年9月25日まで

決算日
原則として毎年9月25日

(休業日の場合は翌営業日)
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2019/10/11 2020/12/18 2022/2/24 2023/4/27

（億円）（円）

（年/月/日）（設定日）

純資産総額（右軸）

基準価額（分配金再投資）

基準価額（分配金再投資）の推移

3年 設定来

ファンド 0.19% -0.39% -2.82% -3.33% 1.21% -0.70%

基準価額（分配金再投資）の騰落率

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年

― ―

設定来累計 0円

2021年9月27日 0円

2022年9月26日 0円

― ―

分配金実績 (1万口当たり、税引前)

決算日 分配金額

2020年9月25日 0円



※上記の運用実績と今後の見通しは、本資料作成時点のものであり、将来の動向や結果を示唆、保証するものではありません。また、将来予告なし
に変更する場合もあります。

当月末

1 0.0%

2 16.6%
オーク・ストリート・ヘルス2 3.4%CVSヘルス

1 ホライゾン・セラピューティクス アムジェン 6.8%

4 DCPミッドストリーム

75.9%

4 7.3%

5 0.2%

買収先企業 買収元企業 構成比 案件グレード

2.8%

フィリップス66 2.8%

3

3

ファイザーシージェン5

3.2%アクティビジョン・ブリザード

今月の運用実績

※構成比は、純資産総額に占める買収先企業のロングポジションの割合です。
上記の運用実績は基準日時点におけるデータであり、将来の成果を示唆・保証するものではなく、市場
動向等により変動します。また、ポートフォリオの内容は市場動向等を勘案して随時変更されます。ま
た、いかなる個別銘柄の売買、ポートフォリオの構築、投資戦略の採用等の行為を推奨するものではあ
りません。
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今後の見通しと運用方針

※案件グレード別構成比は、ロングポジ
ション全体に対する各グレードの比率を
表示しております。

グレード1 案件成立の可能性：高

グレード2 案件成立の可能性：中から高

グレード3 案件成立の可能性：中

グレード4
案件成立の可能性：3 ヵ月の間に重要なイ
ベントがあると思われる

グレード5
案件成立の可能性：3 ヵ月よりも以降に重
要なイベントがあると思われる

マイクロソフト

組入上位5ポジションの概要（株式） 案件グレード別構成比

案件格付け基準

4月の当戦略の運用成績は概ね横ばいとなりました。プラスの寄与はポートフォリオ全体に幅広くまたがっており、多くのポジションが

小幅な利益をあげて、大幅なプラスとなったポジションは2つにとどまりました。アムジェンによるホライゾン・セラピューティクス買収案

件は、アイルランド裁判所の公聴会の日程が発表されたことを受けてスプレッドが縮小しました。当該日程発表は、米連邦取引委員会

（FTC）の調査が最終段階に入っていることを示唆しているとの見方もあり、早ければ5月中にも成立する可能性もでてきています。スプ

レッドは縮小しましたが、運用チームは依然として比較的ワイドな水準にあるとみて、ポジションの保有を継続しています。インテルのタ

ワーセミコンダクター買収案件でもスプレッドが縮小しました。月初めにインテルCEOのゲルシンガー氏が中国を訪問し、その後、同氏

のメッセージが国家市場監督管理総局（SAMR）による同案件の承認の円滑化に寄与した可能性があると報じられたためでした。ただ

し、具体的に同局の誰と会談したかは明らかになっていません。運用チームはポジションを継続しています。一方、当月の最大のマイ

ナス要因はマイクロソフトのアクティビジョン・ブリザード買収案件でした。英国競争・市場庁（CMA）が同案件を認めない判断を下した

ことでパフォーマンスは著しく悪化しましたが、損失は運用チームのリスク管理システムのグレード3案件に適用される損失限度の範囲

内に収まりました。チームは、この英国競争・市場庁（CMA）の判断を詳しく分析し、複数の専門弁護士とともに同案件がどのような道

筋をたどるかについて議論しています。過去の英国競争・市場庁（CMA）に対する不服申し立ての事例を見ると、決着までに2～3四半

期かかっており、その場合、同案件の成立は2024年にずれ込みます。このため、両社は現在2023年7月18日となっている買収契約期

限を延長する必要が生じます。アクティビジョン・ブリザードの業績はここ数四半期、きわめて好調であり、第1四半期決算もこのトレンド

を維持したとみられますので、期限の延長によって契約条件が引き上げられるか、あるいは他の好条件が追加される公算があります。

しかし、運用チームは現時点で実際に不服申し立てが行われる、それが成功裏に終わる、あるいは契約条件が引き上げられるといっ

たシナリオに賭けるつもりはなく、5月後半に発表見込みのECの判断を待ちたいと考えます。そのため、現在のポジションを継続してい

ます。その他、特別買収目的会社（SPAC）裁定戦略は、特段の材料がない中で小幅のマイナスとなりました。

4月末の予想外の展開は残念でしたが、それでも運用チームはプラスの月次リターンを確保しており、マイクロソフトのアクティビジョン・

ブリザード買収案件のポジション量調整が奏功した結果、下落局面での損失を限定したと言えます。今回のような規制関連の出来事は

合併買収裁定戦略の運用にはつきものと認めざるをえず、チームは引き続き案件格付けのリスク管理システムを活用して案件の潜在

的リスクとリターンを見極めていきます。なお、５月に入り、トロント・ドミニオン銀行のファースト・ホライゾン買収計画の撤回が正式に決

まっています。現時点ではこの破談による損失はチームの損失限度内に収まっていると見ています。明るい材料としては、スプレッドが

魅力的な水準にある新規案件の件数が再度、上向いており、チームは相当数の案件でリスクを増やしています。



「リスク管理体制」等については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を受けま
すが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、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。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。

ファンドの主なリスク

その他の留意点

■ 株式の価格変動リスク

・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大き
く下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

・信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基
準価額に影響を与える要因になります。

■ 当ファンドの戦略に係るリスク

・ 買い付けたまたは売り建てた合併・買収案件に係る株価の見通しが予測と異なった場合は、基準価額の下落要因となります。

・ 銘柄を絞り込み集中投資を行うため、より多くの銘柄に分散投資を行う場合に比べ、銘柄当たりの株価変動による影響が大き
くなる可能性があります。
・ デリバティブ取引を活用し、取引相手方の債務不履行により損失が発生した場合は、基準価額の下落要因となります。

・ 買収先企業の株価は買収価格以上になる可能性は低いため、株式市場が大きく上昇した場合でも買い付けた株式による収益
は限定される場合があります。

■ 解約によるファンドの資金流出に伴うリスクおよび流動性リスク

短期間に相当額の解約申込があった場合や、市場を取巻く環境の急激な変化等により市場が混乱し流動性が低下した場合は、
保有有価証券を市場実勢から期待される価格で売却できないことがあります。また、新興国の株式は先進国の株式に比べて市
場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。

■ カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けら
れた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運用が困難となる場合があります。

■ 為替変動リスク

投資先指定外国投資信託において、実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行うことにより為替変動リスク
の低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできませんので、基準価額は円と当該実質外貨建資産に係
る通貨との為替変動の影響を受ける場合があります。また、円金利が当該実質外貨建資産に係る通貨の金利より低い場合、そ
の金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。

［クーリング・オフ］
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。

［分配金に関する留意点］
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超過して支払われる場
合がありますので、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率を示すものではありません。受益者のファンド
の購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ま
た、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。なお、分配金の支払い
は純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となりま
す。

［流動性リスクに関する留意点］
当ファンドは、大量の換金が発生した短期間での資金充当の際や、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、取引量に制限がかかるリスクがありま
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、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。



※投資者の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することは
できません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ございません。購入時

項目

購入時手数料

信託財産留保額 ございません。換金時

0.03%

委託した資金の運用の対価

運用財産の管理、運用指図実行等の対価

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
のファンドの管理および事務手続き等の対価

0.12%

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

時期 項目
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ファンドの費用

当ファンドの購入時や保有期間中には以下の費用がかかります。

■ 投資者が直接的に負担する費用

時期 費用

費用

0.04%

その他の費用・
手数料

諸費用（日々の純資産総額に対して上限年率0.1％）として、日々計上され、原則毎計算期間の最初の6ヵ月終了
日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われる主な費用

監査費用

ファンドの純資産総額に対して年率0.60%程度+成功報酬（注）
（委託会社が試算した概算値）
（注） 月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク（過去の月末最終営業日時点

での純資産価格の最高値）を上回った場合、超過部分の15％が成功報酬としてかかります。

※当ファンドの委託会社は、投資先ファンドの関係法人（UBSグループの関係会社）との契約に
基づき、当ファンドに関連して、当該関係法人が当該投資先ファンドにおいて受取った報酬の一
部を受領する場合があります。

投資対象とする
投資信託証券

当ファンドの純資産総額に対して年率0.809％程度+成功報酬（注）
（注） 成功報酬は運用状況によって変動しますので、事前に金額を表示することはできません。

受託会社

委託会社

販売会社

実質的な負担

当ファンド保有時 運用管理費用
（信託報酬）

※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
※投資先ファンドの運営に係る実費は、当該投資先ファンドにおいて発生の都度支払われます。

※運用管理費用（信託報酬）は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われま
す。

日々の純資産総額に年率0.209％（税抜年率0.19％）を乗じて得た額とします。

（運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率）
配分は以下の通りです。（税抜、年率表示）

保管費用 海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用

監査法人等に支払うファンド監査に係る費用

印刷費用等 法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)等

実費として、原則発生の都度ファンドから支払われる主な費用

売買委託手数料 有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
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有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保証されているものではありま
せん。また、投資信託は預貯金とは異なり、元本は保証されておらず、投資した資産の減少を含むリスクがあることをご理解の上、購入のお申込を
お願いいたします。投資信託は預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融
機関を通じてご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。本資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成され
ておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。本資料の中で記載されている内容・数値・図表・意見・予測等は、本資料
作成時点のものであり、将来の市場動向、運用成果等を示唆・保証するものではなく、また今後予告なく変更されることがあります。購入のお申込
にあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断くださいますようお
願いいたします。

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第649号 ○ ○ ○
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販売会社

商号等

加入協会

「UBS短期円金利ファンド（適格機関投資家向け）」
UBSアセット・マネジメント株式会社

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

課税関係

投資対象とする
投資信託の運用会社

「MA・ヘッジ・ファンド・ストラテジーズ・リミテッド」
UBSオコーナー・エルエルシー（UBS O’Connor LLC）

販売会社の定める期日までにお支払い下さい。

買付・換金申込日がロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀
行、ニューヨークの銀行、ダブリンの銀行、もしくはケイマンの銀行の休業日（以下「海外市場の休日」と
いいます。）と同日の場合および買付・換金申込日の翌営業日が海外市場の休業日と同日の場合には、
原則として購入・換金申込の受付を行いません。

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。益金不算入制度および配当控除は適用されません。

ファンドの関係法人

委託会社 UBSアセット・マネジメント株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第412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、
                一般社団法人第二種金融商品取引業協会

収益分配 年1回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。（再投資可能）

信託期間 2019年10月11日から2029年9月25日まで

※受益者に有利であると認めたときは信託期間の延長をすることができます。

繰上償還 主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなる場合には、ファンドは繰上償還されます。
また、次のいずれかの場合には、ファンドは繰上償還されることがあります。
・受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

決算日 原則として毎年9月25日（休業日の場合は翌営業日）

お客様向け資料（月報） 5/5　［基準日 ： 2023.04.28］

購入・換金不可日

お申込メモ

購入単位 販売会社が独自に定める単位とします。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して7営業日目から販売会社でお支払いします。

申込締切時間 原則として販売会社の営業日の午後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。

換金単位

換金価額

販売会社が独自に定める単位とします。

換金申込受付日の翌々営業日の基準価額

購入価額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示、当初元本1口＝1円）

購入代金


