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臨時レポート 販売⽤資料
2014年8⽉

シュローダー・インカムアセット・アロケーション
（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース（為替ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり） 追加型投信／内外／資産複合

シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎⽉決算型）/（1年決算型）は、インカムアセット*への投資とそれらの
資産配分を柔軟に変更する運⽤を⾏った結果、すべてのファンドにおいて設定以来堅調なリターンを獲得しています。
また、利回りは5％台という相対的に⾼い⽔準を維持しています。
*世界の債券・⾼配当株式など、利息収⼊や配当⾦などを⽣み出す資産を「インカムアセット」と⾔います。

シュローダー・インカムアセット・アロケーションは、おかげさまで設定1周年を迎えることができました。
この節⽬を機に過去1年を振り返り、ファンドの運⽤状況および魅⼒について解説いたします。
今後とも、シュローダー・インカムアセット・アロケーションをご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。

毎⽉決算型Aコース（為替ヘッジなし）（設定⽇2013年6⽉4⽇）
1カ⽉ 3カ⽉ 6カ⽉ 1年 設定来

騰落率 -0.04% 0.29% 3.42% 13.07% 7.95%

毎⽉決算型Bコース（為替ヘッジあり）（設定⽇2013年6⽉4⽇）
1カ⽉ 3カ⽉ 6カ⽉ 1年 設定来

騰落率 -0.94% 0.09% 3.53% 7.59% 5.08%

基準価額（税引前分配⾦再投資）の騰落率（2014年8⽉13⽇基準）

1年決算型Aコース（為替ヘッジなし）（設定⽇2013年8⽉13⽇）
1カ⽉ 3カ⽉ 6カ⽉ 設定来*

騰落率 -0.07% 0.33% 3.47% 13.81%

1年決算型Bコース（為替ヘッジあり）（設定⽇2013年8⽉13⽇）
1カ⽉ 3カ⽉ 6カ⽉ 設定来*

騰落率 -0.99% 0.17% 3.94% 8.40%

過去1年間のポートフォリオ利回り

過去１年間の資産配分の推移（2013年7⽉末〜2014年6⽉末）

*「キャッシュ等」は、純資産総額から株式・債券・その他インカムアセットのネット(ヘッジ考慮後)のポジションを差し引いたものです。四捨五⼊により合計が100%にならない場合があります。
組⼊状況はマザーファンドの投資対象である「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム」のものです。

キャッシュ等*
債券（ハイイールド債券、投資適格債券、⽶ドル建て・現地通貨建て新興国債券）

その他インカムアセット⾼配当株式

資産配分⽐率（2014年6⽉末現在）
⾼配当株式 37.3%
ハイイールド債券 16.4%
投資適格債券 8.8%
⽶ドル建て新興国債券 10.5%
現地通貨建て新興国債券 6.7%
その他インカムアセット 5.9%
キャッシュ等＊ 14.3%

シリア情勢が緊迫
し た こ と に よ り 、
原油価格が上昇。

↓ ⾼配当株式
の⽐率引き下げ

↓ ⾼配当株式
の⽐率引き下げ

⽶国量的⾦融緩
和の早期縮⼩観
測から⾦利上昇
懸念が拡⼤。

↓ 投資適格債券
の⽐率引き下げ

↓ 投資適格債券
の⽐率引き下げ

欧⽶の景気回復
期待が拡⼤。企
業の資⾦繰りなど
が改善。

↑ ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券
の⽐率引き上げ

↑ ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債券
の⽐率引き上げ

ウクライナ情勢の
悪化により地政学
的リスクが再浮上。

↓ ⾼配当株式
の⽐率引き下げ

↓ ⾼配当株式
の⽐率引き下げ

世界景気の緩や
かな回復が続くと
の予想。

↑ ⾼配当株式
の⽐率引き上げ

↑ ⾼配当株式
の⽐率引き上げ

利回りを重視しつつ
資産配分を
柔軟に変更し、
リスクを低減
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騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。基準価額は信託報酬控除後の価額です。*1年決算型の設定来騰落率は設定⽇前⽇との⽐較です。

ポートフォリオ利回りはマザーファンドの
投資対象である「シュローダー・インター
ナショナル・セレクション・ファンド グローバ
ル・マルチ・アセット・インカム」のものです。

2013年８⽉末 2013年9⽉末 2013年10⽉末 2013年11⽉末 2013年12⽉末 2014年1⽉末
5.4% 5.4% 5.3% 5.1% 5.1% 5.0%

2014年2⽉末 2014年3⽉末 2014年4⽉末 2014年5⽉末 2014年6⽉末
4.9% 5.1% 5.1% 5.1% 5.1% 5.3%

2014年7⽉末
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 今後の運⽤⽅針
⽶国では、賃⾦や賃料の上昇、信⽤残⾼の増加などにインフレの兆しが⾒え始めています。また、⾜元では景気回復に出
遅れ感のあった欧州や新興国でも回復基調がみられるなど、世界の主要経済が総じて回復に向かい始めていると考えます。
⼀⽅、景気サイクルが先⾏する⽶国や英国では、2014年後半にはインフレが加速し、早期利上げが実施されるとの⾒⽅も
出ています。こうした投資環境下、当ファンドは引き続きより魅⼒的な利回り⽔準が⾒込めるインカムアセットを選別し、資
産配分を柔軟に変更しながら、安定した運⽤成果を⽬指していきます。
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
⾦融商品取引業者関東財務局⻑（⾦商）第90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

フ ァ ン ド
の 実 ⼒ ! ファンドの運⽤状況

※上記記述はマザーファンドの投資対象である「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム」の運⽤状況および運⽤⽅針に基づきます。

販売⽤資料
2014年8⽉

設定来の基準価額の推移（2014年8⽉13⽇基準）

毎⽉決算型Aコース（為替ヘッジなし） （設定⽇2013年6⽉4⽇） 毎⽉決算型Bコース（為替ヘッジあり） （設定⽇2013年6⽉4⽇）

1年決算型Aコース（為替ヘッジなし） （設定⽇2013年8⽉13⽇） 1年決算型Bコース（為替ヘッジあり） （設定⽇2013年8⽉13⽇）

シュローダー・インカムアセット・アロケーション
（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース(為替ヘッジなし)／Bコース(為替ヘッジあり) 追加型投信／内外／資産複合

分配⾦実績（1万⼝あたり、税引前） 第11期
(2014年5⽉7⽇)

第12期
(2014年6⽉3⽇)

第13期
(2014年7⽉3⽇)

第14期
(2014年8⽉4⽇) 設定来合計

毎⽉決算型Aコース（為替ヘッジなし） 100円 100円 100円 100円 400円
毎⽉決算型Bコース（為替ヘッジあり） 50円 50円 50円 50円 200円

上記「分配⾦込み」は税引前分配⾦を再投資した場合の基準価額です。基準価額は信託報酬控除後の価額です。1年決算型は設定⽇前⽇を10,000として指数化しています。

上記分配⾦は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。また、分配対象額が少額の場合などには分配を⾏わないことがあります。
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基準価額：Aコース（為替ヘッジなし）
11,381円（2014年8⽉13⽇基準）

基準価額：Bコース（為替ヘッジあり）
10,840円（2014年8⽉13⽇基準）
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分配⾦込み
分配落後

基準価額：Aコース（為替ヘッジなし）
10,395円（2014年8⽉13⽇基準）

基準価額：Bコース（為替ヘッジあり）
10,309円（2014年8⽉13⽇基準）
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
⾦融商品取引業者関東財務局⻑（⾦商）第90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

低⾦利環境下、利回り5％は数少ない魅⼒的な⽔準
現在の低⾦利環境下、魅⼒的な利回り⽔準にある資産クラスや債券銘柄は限定的とみられます。こうした中、当ファンドは設定
以来利回り約5％を維持し、相対的に⾼い⽔準を提供しています。

フ ァ ン ド
の 魅 ⼒ ! 相対的に⾼い利回り1

【ご参考】 リスクを抑えて相対的に⾼い利回りを確保
世界の債券・⾼配当株式など、利息収⼊や配当⾦などを⽣み出す資産「インカムアセット」に幅広く投資することによりリスク分散を
図り、単⼀資産への投資に⽐べて低いリスクで相対的に魅⼒的な利回り⽔準を確保しています。

※類似ファンドの運⽤イメージは国内籍ファンドの実際の運⽤実績を⽰すものではありません。
出所：シュローダー、データストリーム。⽶国国債：データストリームジェネリック⽶国10年国債、投資適格債券：BofAメリルリンチグローバル・クレジット (⽶ドルベース)、ハイイールド債券：BofAメリル
リンチグローバル・ハイイールド・コンストレインド (⽶ドルベース）、現地通貨建て新興国債券：JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（⽶ドルベース）、⽶ドル建て新興国債券：JPモル
ガンEMBIプラス、⾼配当株式：MSCIワールド⾼配当株式インデックス (⽶ドルベース）、類似ファンドの運⽤イメージ：ルクセンブルグ籍外国投資法⼈「シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム（⽶ドルベース）」を使⽤し、2012年4⽉18⽇の設定以降は実績値、それ以前はシュローダーが独⾃にシミュレーションした各資産クラスの過去の動きをも
とに、⾼配当株式(20%)、社債(37.5%)、ハイイールド債券(17.5%)、現地通貨建て新興国社債(7.5%)、現地通貨建て新興国債券(7.5%)、⽶ドル建て新興国債券(10%)を()内の⽐率で合成
し、為替は現地通貨建て新興国債券以外を⽶ドルヘッジ・ベースにて計測したものを使⽤しています。

各資産の利回りとリスク（2014年6⽉末現在）

※リスクは、2009年6⽉末から
2014年6⽉末までの5年間に
おける⽉次リターンの標準偏差
を年率化。

リスク（年率） ⾼

利
回
り

⾼

低

出所：ブルームバーグ、JPモルガン、バークレイズのデータを基にシュローダー作成。⽇本国債：
ジェネリック10年国債利回り、先進国国債：シティグループ世界国債インデックス（除く⽇本）、
投資適格債券：バークレイズ・グローバル総合債券インデックス、新興国債券：JPモルガン
EMBIプラス、ハイイールド債券：バークレイズ・グローバル・ハイイールド社債インデックス、⾼配当
株式：MSCIオールカントリー・ワールド⾼配当株式インデックス、投資対象ファンド：シュローダ
ー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム 出所：バークレイズ・マルチバース・インデックスの構成銘柄を基にシュローダー作成

グローバル債券市場における利回り⽔準別の時価総額割合
（2014年6⽉末現在）
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主要資産の利回り⽐較（2014年6⽉末現在）

販売⽤資料
2014年8⽉シュローダー・インカムアセット・アロケーション

（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース(為替ヘッジなし)／Bコース(為替ヘッジあり) 追加型投信／内外／資産複合
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
⾦融商品取引業者関東財務局⻑（⾦商）第90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

フ ァ ン ド
の 魅 ⼒ ! 安定的なパフォーマンス2

販売⽤資料
2014年8⽉シュローダー・インカムアセット・アロケーション

（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース(為替ヘッジなし)／Bコース(為替ヘッジあり) 追加型投信／内外／資産複合

【ご参考】 安定した収益成⻑と魅⼒的な利回り⽔準を維持
経済動向や市場環境に合わせて各種インカムアセットの資産配分を柔軟に変更することにより、インカムの追求だけでなくリスクの
低減を両⽴し、世界中の個⼈投資家から注⽬されています。

【ご参考】 インカムの積み上げが良好なトータル投資収益を下⽀え
利息収⼊や配当⾦などのインカム収益の積み上げが下⽀えとなり、様々な局⾯で安定した運⽤成果を上げています。

出所：当ページの上の図下「類似ファンドのパフォーマンス」を参照ください。

運⽤資産総額：1⽶ドル=102.835円換算、2014年7⽉末現在（速報値）。出所：シュローダー。類似ファンドのパフォーマンス：ルクセンブルグ籍外国投資法⼈「シュローダー・インターナショナ
ル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム」の A Accumulation Share Classの運⽤者報酬(マネジメント・フィー、年率1.25％)を⽇次換算し、⽇次の収益率に⾜し戻し年率換
算（250⽇）で推計しています。従って、マザーファンドの投資対象である「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券」および国内籍
ファンドの実際の運⽤実績を⽰すものではありません。

トータル投資収益
22.2％

価格変動
9.0％

3.9%年率リスク
9.0%年率リターン

5.3%利回り
（2014年7⽉末現在）

リスクを抑えて
リターンを最⼤化

類似ファンドのパフォーマンスと純資産総額の推移（2012年4⽉18⽇（設定⽇）〜2014年7⽉末、⽶ドルベース）

（百万⽶ドル）

インカムの底⼒が
運⽤成果に貢献

インカム収⼊
13.2％

類似ファンドの投資収益の要因分析（2012年4⽉18⽇（設定⽇）〜2014年7⽉末、⽶ドルベース）

（ポイント）（2012年4⽉18⽇を100として指数化）
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過去の運⽤実績、データなどは将来の投資成果を⽰唆・保証するものではありません。本資料に記載されている、リスク、費⽤、留意事項等を必ずご覧ください。 5

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
⾦融商品取引業者関東財務局⻑（⾦商）第90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

世界最⼤級のマルチアセット運⽤チームの英知を結集

フ ァ ン ド
の 強 み ! マルチアセット運⽤におけるシュローダーの実績

シュローダー・グループの紹介

 1804年の創業以来、210年の歴史と実績を誇る、英国屈指の独⽴系の
資産運⽤グループです。

 英国ロンドンを本拠地とし、世界27カ国37拠点で資産運⽤サービスを展開し、
運⽤資産総額は約47兆円に上ります。

 ⽇本では40年にわたり、年⾦基⾦、機関投資家、個⼈投資家向けに、資産
運⽤サービスを提供しています。

2014年6⽉末時点
換算レート：1英国ポンド＝173.216円

マルチアセット専任運⽤プロフェッショナル

100⼈超
マルチアセット運⽤資産総額

約10兆円

過去3年の主な受賞歴 シュローダーのマルチアセット運⽤資産総額の推移

（注）モーニングスターの「ベストファンドハウス マルチアセット」は2013年に
シュローダー・グループのヨーロッパおよび英国ビジネスが受賞したものです。
当該受賞結果は過去の⼀定期間の実績を分析したものであり、将来の
運⽤成果等を保証したものではありません。 出所：シュローダー、2014年6⽉末現在。１⽶ドル＝101.305円で換算

販売⽤資料
2014年8⽉シュローダー・インカムアセット・アロケーション

（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース(為替ヘッジなし)／Bコース(為替ヘッジあり) 追加型投信／内外／資産複合
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ファンドの特⾊

分配対象額が少額の場合等には分配を⾏わない場合があります。また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。

世界の債券や⾼配当株式などの、魅⼒的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」 に投資します。
当ファンドは、主としてシュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド受益証券に投資します。1

市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、柔軟に資産配分を変更することで、安定的な運⽤成果を⽬指します。2

マルチアセット運⽤の経験豊富なシュローダー・グループの運⽤⼒とグローバル・ネットワークを最⼤限に活⽤します。3

ファンドの主な投資リスク

 組⼊株式の価格変動リスク、信⽤リスク
ファンドが実質的に投資を⾏う株式の価格は、政治・経済情勢、発⾏企業の業績、市場の需給関係等を反映し、下落することがあります。また、株
式の発⾏企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資⾦が回収できなくなる場合もあります。それらにより組⼊株式の価格が下落した場合
には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
 組⼊公社債の⾦利変動リスク、信⽤リスク
ファンドが実質的に投資を⾏う公社債の価格は、⼀般に⾦利が上昇した場合には下落します。また、発⾏体が債務不履⾏に陥った場合、またはその
可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。それらにより組⼊公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、
投資元本を割り込むことがあります。
 為替変動リスク
<Aコース（為替ヘッジなし）>
ファンドが実質的に投資を⾏う外貨建て資産について、当該外貨の為替レートが円⾼⽅向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投
資元本を割り込むことがあります。
<Bコース（為替ヘッジあり）>
ファンドが実質的に投資を⾏う外貨建て資産については、為替変動リスク低減のために⽶ドルと対円での為替ヘッジを⾏います。この場合、為替ヘッジ
に伴うコストが発⽣し、基準価額が変動する要因となります。なお、為替ヘッジを⾏う際には、通常、ヘッジ対象通貨と⽇本の⾦利差相当分程度の
為替ヘッジコストがかかります。また、⽶ドル以外の通貨の資産にも投資を⾏いますので、⽶ドルと⽶ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を
受けます。したがいまして、当該為替ヘッジを⾏った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではありません。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
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。
リスクの管理体制
運⽤部⾨におけるリサーチや投資判断において、運⽤リスクの管理に重点を置くプロセスを導⼊しています。さらに、これら運⽤プロセスから独⽴した部
⾨（コンプライアンス部⾨等）が、運⽤制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運⽤状況について随時モニタリングを⾏い、運⽤部⾨に対す
る牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運⽤に関するリスクを管理しています。

基準価額の変動要因
• ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に有価証券に投資する投資信託証券に投資することにより、主に株式および公社債等を実質
的な投資対象としますので、組⼊株式や組⼊公社債の価格下落、発⾏体の倒産および財務状況の悪化等の影響により、ファンドの基準
価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、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、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯⾦と異なります。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。

• 分配⾦は、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われるとその⾦額相当分、基準価額は下がります。また、必ず⽀払われ
るものではなく、⾦額も確定しているものではありません。

販売⽤資料
2014年8⽉シュローダー・インカムアセット・アロケーション

（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース(為替ヘッジなし)／Bコース(為替ヘッジあり) 追加型投信／内外／資産複合

「決算頻度」および「為替ヘッジ対応」が異なる4つのファンドからお選びいただけます。
• 「毎⽉決算型」と「1年決算型」の2つの決算タイプ
• 「Aコース（為替ヘッジなし）」と「Bコース（為替ヘッジあり）」の2つのコース
Aコース（為替ヘッジなし）の実質外貨建て資産については、為替ヘッジは⾏いません。
Bコース（為替ヘッジあり）の実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジにより⽶ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

4
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収益分配⾦に関する留意事項

販売⽤資料
2014年8⽉シュローダー・インカムアセット・アロケーション

（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース(為替ヘッジなし)／Bコース(為替ヘッジあり) 追加型投信／内外／資産複合



お申込みメモ／ファンドの費⽤等
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お申込みメモ

購⼊単位 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い合わせください。
※当初元本1⼝＝1円

購⼊価額 購⼊申込⽇の翌営業⽇の基準価額。基準価額は1万⼝当たりとします。

購⼊代⾦ 原則として購⼊申込⽇から起算して6営業⽇⽬までにお⽀払いください。
（ただし販売会社により上記期⽇以前にお⽀払いいただく場合があります。）

換⾦単位 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い合わせください。
換⾦価額 換⾦申込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。
換⾦代⾦ 原則として換⾦申込⽇から起算して6営業⽇⽬から販売会社にてお⽀払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までに販売会社所定の事務⼿続きが完了した分とします。

購⼊・換⾦申込受付の
中⽌及び取消し

⾦融商品取引所における取引の停⽌、外国為替取引の停⽌、決済機能の停⽌その他やむを得ない事情が⽣じた
場合には、ファンドの購⼊・換⾦の各申込みの受付けを中⽌すること、あるいはすでに受付けた各申込みの受付けを
取り消すことがあります。

信託期間 平成35年6⽉5⽇まで
（毎⽉決算型：平成25年6⽉4⽇設定、1年決算型：平成25年8⽉13⽇設定）

決算⽇および
収益分配

毎⽉決算型：原則毎⽉3⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
1年決算型：原則毎年6⽉3⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。なお、分配対象額が少額の場合等には分配を⾏わないことがあ
ります。

課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。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、益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。

スイッチング
Ａコース（為替ヘッジなし）、Ｂコース（為替ヘッジあり）間でスイッチングが可能です。スイッチングの際には、換⾦
時と同様に信託財産留保額、税⾦および販売会社が定める購⼊時⼿数料がかかります。ただし、販売会社によっ
ては、スイッチングの取扱いを⾏っていない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購⼊・換⾦
申込不可⽇

国内の休業⽇およびロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルグ証券取引所またはロンドン、ニューヨークもしくはルクセ
ンブルグの銀⾏の休業⽇には、購⼊・換⾦のお申込みは受付けません。別途、投資対象ファンドの管理会社が指定
する⽇に基づき、ファンドの効率的な運⽤が妨げられると委託会社が合理的に判断した場合においても、購⼊・換⾦
のお申込みは受付けません。

ファンドの費⽤ ファンドの購⼊時や運⽤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

購⼊時⼿数料 購⼊申込⽇の翌営業⽇の基準価額に3.24％（税抜3.00％）以内で販売会社が独⾃に定める率を乗じて得た
額を購⼊時にご負担いただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 換⾦申込⽇の翌営業⽇の基準価額に0.3％を乗じた額を換⾦時にご負担いただきます。
■投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤

運⽤管理費⽤
(信託報酬)

ファンドの⽇々の純資産総額に対して年率1.674％（税抜1.550％）
運⽤管理費⽤（信託報酬）の配分：委託会社・・・年率0.750％（税抜）、販売会社・・・年率0.750％（税
抜）、受託会社 ・・・年率0.050％（税抜）、投資対象ファンド（投資運⽤会社） ・・・ありません。

その他の費⽤・
⼿数料

純資産総額×年率0.108%（税抜0.100%）以内の監査費⽤等。その他、当ファンド及び投資対象ファンドにかか
る組⼊有価証券の売買委託⼿数料等は運⽤状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を⽰すことが
できません。

※上記の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので事前に⽰すことができません。
お申し込みの際は、販売会社よりお渡しする「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。

販売⽤資料
2014年8⽉シュローダー・インカムアセット・アロケーション

（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース(為替ヘッジなし)／Bコース(為替ヘッジあり) 追加型投信／内外／資産複合
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販売⽤資料
2014年8⽉シュローダー・インカムアセット・アロケーション

（毎⽉決算型） ／（1年決算型）
Aコース(為替ヘッジなし)／Bコース(為替ヘッジあり) 追加型投信／内外／資産複合

販売会社⼀覧

ファンドの関係法⼈

委託会社

受託会社

販売会社 販売会社については、下記を参照ください。

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社　[設定・運⽤等]

三井住友信託銀⾏株式会社　[信託財産の管理等]

取扱いファンドを○で⽰しています。

毎⽉
決算型

1年
決算型

○※ 株式会社池⽥泉州銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第6号 ○ ○

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

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

○ ○ 髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○

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

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

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

○ ワイエム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 中国財務局⻑（⾦商）第8号 ○

(五⼗⾳順）

※1年決算型Bコース（為替ヘッジあり）のみのお取り扱い

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

取扱いファンド

⾦融商品取引業者等の名称 登録番号


