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21世紀の主役、アジアパシフィック
巨⼤経済圏の「エクセレント・カンパニー」に厳選投資〜シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ
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＊1 出所：⽶国国勢調査局、2016年推計。MSCI ACアジアパシフィック・インデックスの構成国(⽇本、中国、韓国、⾹港、台湾、タイ、フィリピン、マレーシア、インド、シンガポール、インドネシア、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、2016年4⽉末時点)の⼈⼝の合計。＊2 ESGについての詳細は8ページをご参照ください。＊3 アジアパシフィック地域(MSCI ACアジアパシフィック・インデックスの構成国)の名⽬GDP(出所：IMF、購買⼒平価ベース)。
「購買⼒平価」とは、異なる国でも同じ製品の価格は⼀つであるという考えに基づいて算出された為替レートです。※写真はイメージです。

世界⼈⼝の約半分*1を擁する巨⼤経済圏、アジアパシフィック。
急速な成⻑で世界における存在感が⾼まる反⾯、欧⽶諸国と⽐較して、

未成熟な市場や社会環境を背景に、課題も多くみられます。
⼀⽅、企業にとって、「環境」、「社会」、「ガバナンス」(ESG*2)が
事業に与える影響は、無視できないものとなってきています。

持続的な成⻑を⽬指す企業にとって、将来の成⻑の糧を⾒出し
信頼を損なう潜在リスクを低減するために、

ESGの観点は重要度を増しています。
当ファンドは、ESGの観点を加味した運⽤プロセスにより、

アジアパシフィック地域における
持続的に成⻑可能な企業＝「エクセレント・カンパニー」

に厳選投資を⾏います。
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ファンドのポイント
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シュローダー・グループが運⽤

ESG*の観点を加味して銘柄を厳選

持続的な成⻑が期待されるアジアパシフィック地域に投資

シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ

ＳＭＢＣ⽇興証券(販売会社)では、当ファンドを通じて得られる同社
収益の⼀部を、スポーツ振興や障害者スポーツの⽀援を⽬的として、
ＳＭＢＣ⽇興証券が選定する公益法⼈等に寄付することを予定し
ております。

※当資料では、「シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ」を「当ファンド」または「ファンド」と呼ぶことがあります。実際の運⽤はマザーファンド受益証券を通じて⾏います。「アジアマザー」と「⽇本マザー」を合わせ
て「マザーファンド」と総称することがあります。ファンドの特⾊の詳細については18ページをご参照ください。

＊環境(E:Environment)、社会(S:Social)、ガバナンス(G:Governance)
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アジアパシフィック地域の魅⼒（1）
経済規模の拡⼤、中間所得層の増加により、世界での存在感が⾼まる
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アジアパシフィック地域*1の名⽬GDP(購買⼒平価ベース)の推移

15年で
約3.2倍

 アジアパシフィック地域*1の経済規模(名⽬GDP(購買⼒平価ベース))は、過去15年間で3倍以上に拡⼤し、株価も経済成
⻑に伴い上昇してきました。

 同地域は、中間所得層の増加による消費の拡⼤などにより今後も⾼い経済成⻑が予想され、世界での存在感がますます⾼
まることが期待されます。2030年の同地域*2の中間所得層は、2009年から約27億⼈増加して約32億⼈に達することが予
想されています。

出所：IMF、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。＊1 「アジアパシフィック地域」はMSCI ACアジア
パシフィック・インデックスの構成国。＊3 MSCI ACアジアパシフィック(除く⽇本)インデックス(トータルリターン)
※2015年のGDPには⼀部予想値が含まれます。

アジアパシフィック地域*2における中間所得層の拡⼤

出所：OECDのデータを基にシュローダー作成。＊2 「アジアパシフィック地域／同地域」はOECDの定義によ
ります。「中間所得層」は、1⼈あたり1⽇10〜100⽶ドル(購買⼒平価ベース)消費する世帯と定義されます。

⽇本

アジア
パシフィック
(除く⽇本)

約32億⼈

世界の
中間

所得層の
6割超

アジアパシフィック地域
(除く⽇本)の株価*3

(⽶ドルベース)

2000年末~2015年末

約3.5倍

約5億⼈

＋約27億⼈
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アジアパシフィック地域の魅⼒（2）
中間所得層の拡⼤によるインパクト

4

 仮に、2030年のアジアパシフィック地域*1の中間所得層32億⼈が、1⼈1⽇55⽶ドル(年間20,075⽶ドル*2)ずつ消費したと
すると、年間の消費総額は64.2兆⽶ドルにのぼります。これは、2015年の⽶国の個⼈消費額全体の約5年分に相当します。

 中国では、⾃動⾞普及率は1割程度にとどまっていますが、今後、中間所得層の拡⼤により、⼤きく増加すると考えられます。
 アジアパシフィック地域の新興国でも、今後、所得が増加するにつれて、先進国のように⾼付加価値の製品・サービスに対する
需要が⾼まることが予想されます。

アジアパシフィック地域の新興国の⾃動⾞普及率(2014年)

出所：(上段)OECDおよび⽶国商務省経済分析局のデータ、(下段)国際⾃動⾞⼯業連合会のデータを基にシュローダー作成。＊1 「アジアパシフィック地域」はOECDの定義によります。＊2 OECDの「中間所得層」の定義
(1⼈あたり1⽇10〜100⽶ドル(購買⼒平価ベース)消費する世帯)の平均をとり、1⼈が1⽇55⽶ドル消費すると仮定した年間消費額。※⾃動⾞普及率は⼈⼝千⼈当たりの⾃動⾞保有台数から算出。

中間所得層32億⼈の消費額のイメージ

※上記はシュローダーが作成したイメージ図であり実際の消費⾏動などを⽰すとは限りません。

価格重視

品質・付加価値
重視

⾼所得

最近の中国では、すでに⾼品質製品を購⼊する動きが⾒られます。
例えば、新エネルギー⾞(電気⾃動⾞およびプラグインハイブリッド⾞)の販売は
急速に伸びており、2015年の販売台数は約33万台と前年⽐3.4倍に増加し
ました。
出所：中国汽⾞⼯業協会のデータを基にシュローダー作成。

32億⼈の
年間消費額
64.2兆⽶ドル

⽶国の個⼈消費額
(2015年)

約5年分

順位 国 2015年
1 中国 2,460万台
2 ⽶国 1,747万台
3 ⽇本 505万台

世界の新⾞販売台数上位国

12.4兆
⽶ドル

中国の新エネルギー⾞販売

所得拡⼤による需要の変化のイメージ
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アジアパシフィック地域の魅⼒（3）

 アジアパシフィック地域は、⾼い技術⼒を持つ製造業が盛んな国、⾦融センターや貿易拠点を抱える国、豊かな天然資源を
有する国など各国がそれぞれの強みを⽣かしつつ、世界経済のけん引役としての役割が期待されています。

 TPP(環太平洋経済連携協定)やRCEP(東アジア地域包括的経済連携)などの経済連携に向けた動きを背景に、⽇本を
中⼼としたアジアパシフィック地域の連携が強まり、更なる発展につながることが期待されます。

各国の強みを⽣かした経済成⻑と経済連携による更なる発展

出所：⽶国半導体⼯業会、国際⾃動⾞⼯業連合会、国⼟交通省、⽶国地質調査所および各種資料を基にシュローダー作成。
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世界の半導体市場シェア
(2014年)

1位 ⽶国

2位 韓国

3位 ⽇本

4位 EU

5位 台湾

世界の⾃動⾞⽣産台数
(2015年)

1位 中国

2位 ⽶国

3位 ⽇本

4位 ドイツ

5位 韓国

世界の鉄鉱⽯⽣産量
(2014年)

1位 中国

2位 オーストラリア

3位 ブラジル

4位 インド

5位 ロシア

世界の港湾取扱貨物量
(2013年)

1位 上海

2位 シンガポール

3位 天津

4位 広州

5位 ⻘島

インド
ITサービスやジェネリ
ック医薬品産業に
競争⼒

台湾
半導体製造などIT
関連産業に強み

オーストラリア
天然資源が豊富

タイ
⾃動⾞・⾃動⾞部
品等の⽣産拠点

フィリピン
英語圏からのビジ
ネス・プロセス・アウ
トソーシングが堅調

中国
⼤規模製造拠点、
巨⼤消費地

韓国
電気 ・電⼦機器
産業などに競争⼒

マレーシア
豊富な天然資源、
電気・電⼦製品製
造に強み

⾹港
⾦融センター、中国
貿易の物流拠点

シンガポール
貿易や国際物流
のハブ

インドネシア
天然資源が豊富

ニュージーランド
農産品輸出が盛ん

⽇本
企業のグローバル化
による技術⼒とサービ
ス産業の深化

 それぞれの強みを⽣かした
各国の⼒強い経済成⻑

 経済連携による
域内貿易や投資の拡⼤

などが期待される

経済連携により更なる経済発展が期待されるアジアパシフィック地域世界で存在感を⽰すアジアパシフィック諸国
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バリュエーションの魅⼒
先進国と⽐較して割安⽔準
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アジアパシフィック株式*1のPER
(2011年4⽉末〜2016年4⽉末)

 アジアパシフィック株式*1の予想PER(株価収益率)は、概ね先進国株式*2と⽐較して割安感のある⽔準です。
 最近のアジアパシフィック株式*1は、先進国株式を下回って推移しています。しかし、IMF(国際通貨基⾦)は、アジアパシフィック
地域*3が2016年、2017年の世界の成⻑の約3分の2を占め、引き続き世界の経済成⻑をけん引すると予想しており、今後の
株価回復が期待されます。

出所：ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。＊1 「アジアパシフィック株式」はMSCI ACアジアパシフィック・インデックス。＊2 「先進国株式」はMSCIワールド・インデックス。＊3 「アジアパシフィック地域」はIMFの定義
によります。(左グラフ)2011年4⽉末〜2016年3⽉末までの実績PERの最⼤値、最⼩値と2016年4⽉末の予想PER。各国株式はMSCIの国別指数。(右グラフ)指数はともにトータルリターン。2009年12⽉末を100として指
数化。

最⼤値
(実績)

最⼩値
(実績)

2016年4⽉末の予想PER

アジアパシフィック株式*1と先進国株式*2の推移(円ベース)
(2009年12⽉末〜2016年4⽉末)

⼤きく出遅れるアジアパシフィック株式
⽶国の景気拡⼤を反映して先進国株
式がこれまで堅調に推移してきたなか、
中国景気の減速懸念等からアジアパシ
フィック株式には出遅れ感が⾒られます。

2016年4⽉末の予想PERが
過去5年間 (2011年4⽉末
〜 2016年 3⽉末 )の実績
PERの平均値に⽐べ割安な
アジアパシフィック諸国株式

⽇本 韓国

台湾 インド

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
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アジアパシフィック地域の課題
代表的な課題例
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中国 環境問題 ⽇本 ガバナンスの改善

※写真はイメージです。

 アジアパシフィック地域は、欧⽶諸国と⽐較して市場や社会環境に課題も多く⾒受けられ、改善余地があります。
 各国・地域が抱える課題はさまざまですが、各国は国を挙げてこうした課題に取り組んでいます。

アジアパシフィック地域における課題の例

アジア新興国 都市と農村の格差
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「エクセレント・カンパニー」を厳選する視点
ESG〜注⽬度が⾼まる新しい企業評価の尺度
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 ESG投資とは、運⽤プロセスにおいて、財務内容等の評価に加えて、環境(E:Environment)、社会(S:Social)、ガバナンス
(G:Governance)を考慮する投資です。

 ESGは企業や投資家の社会的責任の観点で以前から投資において考慮されてきた要素ですが、近年、企業業績に対する
影響の⼤きさが認識されるようになり、更に注⽬度が⾼まっています。

※上記はESG投資についての考え⽅を⽰したイメージ図であり、当ファンドの運⽤プロセスを⽰したものではありません。

E
環境
 気候変動の是正に向けた
環境対策の実施

 環境リスクや汚染への配慮
 再⽣可能エネルギーの活⽤など

S
社会
 地域社会への取り組み
 労働環境への取り組み
 ⼥性の登⽤ など

G
ガバナンス
 経営陣の資質・質
 経営哲学・経営戦略
 情報開⽰姿勢 など

「ガバナンス」が鍵
優れた経営がなされている企業は、「環境」や「社会」に関して抱える課題が相対的に少ない
傾向にあると考えられます。

伝統的な企業評価
の尺度

持続的に成⻑可能な企業
＝「エクセレント・カンパニー」を厳選
 競争⼒、成⻑⼒、マネジメント⼒、
財務体質、ESG等の総合評価の
⾼い企業

 法令順守の意識や環境・社会への
配慮が希薄な企業を回避 財務内容

 成⻑性
 収益の質
 経営の質 など
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 欧州では、ESGを考慮した投資の割合が機関投資家の運⽤資産残⾼の約6割を占めています。そのため、アジアパシフィック
地域と⽐較して、企業経営におけるESGに対する意識が⾼いと考えられます。

(ご参考)ESG投資で先⾏する欧州
機関投資家の運⽤資産の約6割でESGを考慮
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出所：Global Sustainable Investment Review2014(ESGを考慮した投資の割合、2014年現在)、ブルームバーグ(グラフ)のデータおよび各社資料を基にシュローダー作成。＊直近年度末までの過去5年間で算出。※グ
ラフの株価と指数は2011年4⽉末〜2016年4⽉末、2011年4⽉末を100として指数化、すべてトータルリターン。※上記の銘柄は、ESGの観点をご理解いただくための参考として掲載するものであり、個別銘柄の推奨もしく
は当該銘柄の株価の上昇⼜は下落を⽰唆することを⽬的とするものではありません。また、当ファンドの投資対象ではありません。※写真はイメージです。

ユニリーバ ロレアル ロシュ・ホールディング

世界約190カ国に展開し世
界シェア1位分野を多数抱え
る世界最⼤級の消費財メー
カー。
「環境負荷を減らしながらビ
ジネスを2倍に」という⽬標を
掲げ、世界各国で環境・社
会への取り組みを進める。

化粧品、スキンケア製品、ヘ
アケア製品を製造・販売する
フランスのヘルスケア、美容品
メーカー。
グループ全体で、製品を製造
する過程で⽣じる⼆酸化炭
素の排出量を削減する等の
⽬標を設定し、進捗を公表。

医薬品事業と診断薬事業を
主軸とするスイスのヘルスケア
企業。世界150カ国以上で
ビジネスを展開。
ガバナンスを重視し、取締役
会の⼤半を社外取締役が占
める構成としているほか、積
極的に社会貢献活動を⾏う。

過去5年間の株価推移(ユーロベース) 過去5年間の株価推移(ユーロベース) 過去5年間の株価推移(スイスフランベース)

過去5年間*の
売上⾼成⻑率

20.4％

過去5年間*の
純利益成⻑率

47.2％

過去5年間*で
⻑期債務

38.6％減少



販売⽤資料

表紙の「本資料に関するご注意」を必ずご確認下さい。

(ご参考) ESG投資は世界的なトレンド
世界の機関投資家が重視する視点
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 2015年に世界最⼤の機関投資家といわれる⽇本の年⾦積⽴⾦管理運⽤独⽴⾏政法⼈(GPIF)が署名機関となった、国連
責任投資原則(PRI、Principles for Responsible Investment)には、世界約1,400の機関が署名しており、運⽤資産残⾼
は約60兆⽶ドルにのぼります。

 ESGを考慮した投資*の残⾼は世界で約21兆⽶ドルまで拡⼤し、投資家の地域別⽐率では欧州と⽶国が多くを占めています。

出所：国連責任投資原則(PRI) ※各年4⽉現在。

PRI署名機関数と運⽤資産残⾼
(2006年〜2015年)

2006年、当時の国連事務総⻑が、機関
投資家の意思決定プロセスにおいて、
ESG(環境・社会・ガバナンス)を反映させ
るべきと謳った、PRIを提唱。

ESGを考慮した投資*の残⾼と投資家の地域別⽐率
(2014年)

2014年
約21兆
⽶ドル

2012年
約13兆
⽶ドル

出所：Global Sustainable Investment Review2014のデータを基にシュローダー作成。＊ポートフォリオ
構築・運営においてESGを考慮した投資。※グラフの値は四捨五⼊して表⽰しているため、合計が100％
にならないことがあります。

署名機関数
（右軸）

運⽤資産残⾼
（左軸）



販売⽤資料

表紙の「本資料に関するご注意」を必ずご確認下さい。

シュローダー・グループのESGの取り組み
ESGの観点を加味した運⽤を、グローバルで実践
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質の⾼いコーポレート・ガバナンス(企業統治)体制を確⽴し、本業を通じて環境や社会に好影響を与える社会的責任を果たす取り
組みをしている企業は、⻑期的に企業価値の持続可能性が⾼いという考えのもと、シュローダー・グループはESGの観点を加味した
運⽤を実践しています。

＊出所：国連責任投資原則(PRI) の2015年評価レポート。A＋は6段階(A＋、A〜E)の最⾼評価。

2000年、英国サステナブル投
資ファイナンス協会、2005年、
欧州サステナブル投資フォーラ
ムに加盟

2007年、気候変動ファンドを
設定

1998年、2001年、コーポレート・
ガバナンス (企業統治 )および
企業の社会的責任に関する
⽅針を制定

2007年、国連責任投資原則
(PRI) に署名、英国スチュワード
シップコード準拠

2008年、不動産関連運⽤戦略、
2011年、債券運⽤戦略において
責任投資の⽅針を策定

英国⼤⼿保険会社からスチュワ
ードシップ関連運⽤を受託

クォンツ運⽤の
グローバルESG
運⽤戦略を設定

1998 2000 2005 2007 2008-2011 2014 2015

グローバルで実施
30カ国以上の投資先企業における
ESGの課題への対応⽅針などについて
評価を⾏い、情報を共有しています。

A+最⾼評価取得*
シュローダー・グループは
国連責任投資原則
(PRI)から、責任投資
への包括的なアプロー
チで最⾼評価を受けて
います。

豊富な経験
15年以上にわたり、投資先企業との
エンゲージメント(建設的対話)活動など
を通じて、ESGを考慮した運⽤に取り
組んでいます。

⾼い専⾨知識
ロンドンのESG専⾨チームをはじめ、
世界の主要運⽤拠点で、ESGのノウ
ハウを有する運⽤スペシャリストを擁して
います。

⽇本版スチュワード
シップコード準拠

2016

2016 年 6 ⽉ 、
⽇本株式および
ア ジ ア 株 式 の
サステナブル投
資戦略を設定
予定



販売⽤資料

表紙の「本資料に関するご注意」を必ずご確認下さい。

シュローダー・グループのご紹介
伝統と⾰新 – 200年以上の歴史と実績
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新橋駅－横浜駅(現桜⽊町駅)間
鉄道開通記念式典の模様2015年12⽉末現在。＊換算レート：1英ポンド＝177.30円

1804年の創業以来、200年以上の歴史と実績を誇る、
英国屈指の独⽴系資産運⽤グループです。

英国ロンドンを本拠地とし、世界28カ国38拠点で
幅広い資産運⽤サービスを展開しています。

運⽤資産総額は約56兆円*(3,135億英ポンド)に上ります。

シュローダー・グループ本社(英国ロンドン)⽇本では1974年に東京に事務所を開設。
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。

1870年(明治3年)、⽇本政府が初めて起債した外債の
主幹事として、⽇本初の鉄道敷設(新橋駅ー横浜駅間)の資⾦
調達に貢献しました。



販売⽤資料

表紙の「本資料に関するご注意」を必ずご確認下さい。

運⽤プロセス
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シュローダー・アジアパシフィック（除く⽇本）
株式サステナブル投資マザーファンド シュローダー⽇本株式サステナブル投資マザーファンド

投資ユニバース
約5,000銘柄

企業調査
約900銘柄

ポートフォリオ構築
50-70銘柄程度

• 銘柄の流動性、時価総額、透明
性等により、投資ユニバースを
絞り込み

• ボトムアップによる企業のファンダメ
ンタルズ調査

• 中⻑期的な利益予想、定性評
価(ESG評価含む)、バリュエーシ
ョン判断

• 銘柄レーティング(１〜４)の付与

• アナリストの推奨をもとに、ESG評
価を加味し、ファンドマネジャーが
ポートフォリオを構築・運営

• 各マザーファンド受益証券への投資⽐率は、MSCI AC Asia Pacific Indexの構成国における
⽇本と⽇本以外の国との⽐率*に準じた割合を⽬安とし、必要に応じてリバランスを⾏う。

シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ

投資ユニバース
約3,700銘柄

企業調査
⼤型／中型 約400銘柄＋⼩型 約500銘柄

ポートフォリオ構築
30-50銘柄程度

• ⼤型／中型株 + ⼩型株
• ⼩型株では、銘柄の流動性等に
より、投資ユニバースを絞り込み

• ボトムアップによる企業のファンダメ
ンタルズ調査

• 中⻑期的な利益予想、定性評
価(ESG評価含む)、バリュエーシ
ョン判断

• 銘柄レーティング(１〜４)の付与

• アナリストの推奨をもとに、ESG評
価、エンゲージメント(企業との建
設的対話)を加味し、ファンドマネ
ジャーがポートフォリオを構築・
運営

＊⽇本対⽇本以外の国との⽐率は41.5対58.5(出所：MSCI、2016年4⽉末時点)。※上記の運⽤プロセスは、今後、予告なく変更となる可能性があります。 2016年4⽉末現在



販売⽤資料
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モデル・ポートフォリオの概要
2016年5⽉13⽇現在

上位10銘柄
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モデル・ポートフォリオは、2016年5⽉13⽇現在で当ファンドと同様の運⽤⽅針に基づき構築した仮想ポートフォリオです*1。モデル・ポートフォリオが当ファンド設定後の実際の運⽤に
適⽤されるとは限りません。

国・地域別組⼊⽐率

各種指標*2

業種別組⼊⽐率

銘柄名 国・地域 業種 ⽐率
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー 台湾 情報技術 3.0%
AIAグループ ⾹港 ⾦融 2.1%
ナショナルオーストラリア銀⾏ オーストラリア ⾦融 2.1%
サムスン電⼦ 韓国 情報技術 2.1%
ウエストパック銀⾏ オーストラリア ⾦融 1.9%
テンセント・ホールディングス 中国 情報技術 1.8%
キーエンス ⽇本 情報技術 1.7%
ブリヂストン ⽇本 ⼀般消費財・サービス 1.7%
良品計画 ⽇本 ⼀般消費財・サービス 1.6%
アイシン精機 ⽇本 ⼀般消費財・サービス 1.5%

＊1 実際の運⽤は、マザーファンド受益証券を通じて⾏います。＊2 PERについては、ブルームバーグ予想PER(当年度)を⽤いて、組⼊⽐率に基づき加重平均して算出しています。PBR、ROE、配当利回りについては、組⼊
⽐率に基づき加重平均して算出しています。なお、委託会社の⾒解に基づき、極端な数値の影響を排除している場合があります。すべてのデータは5⽉31⽇ベースです。※国・地域はBARRAカントリー・エクスポージャーに、業
種は世界産業分類基準(GICS)に基づいて分類しています。※グラフの値は四捨五⼊して表⽰しているため、合計が100％にならないことがあります。※グラフ・数値は過去のものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するも
のではありません。

（銘柄数：95）

予想PER(株価収益率) 15.1倍

PBR(株価純資産倍率) 1.7倍

ROE(⾃⼰資本利益率) 15.8％

配当利回り 2.8％
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モデル・ポートフォリオ構成銘柄のご紹介（1）
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2016年5⽉13⽇現在
モデル・ポートフォリオは、2016年5⽉13⽇現在で当ファンドと同様の運⽤⽅針に基づき構築した仮想ポートフォリオです*。モデル・ポートフォリオが当ファンド設定後の実際の運⽤に
適⽤されるとは限りません。

出所：ブルームバーグおよび各社資料を基にシュローダー作成。＊実際の運⽤は、マザーファンド受益証券を通じて⾏います。※グラフの株価と指数は2011年4⽉末〜2016年4⽉末、2011年4⽉末を100として指数化、す
べてトータルリターン。※売上⾼成⻑率は直近年度末までの過去5年間で算出。※上記の銘柄は、参考として掲載するものであり、個別銘柄の推奨もしくは当該銘柄の株価の上昇⼜は下落を⽰唆することを⽬的とするもの
ではありません。また、当ファンドが今後当該銘柄に対して何らかの投資活動をとるかどうかについて⼀切⾔及もしくは⽰唆するものではありません。※写真はイメージです。

過去5年間の株価推移（⽇本円ベース）

ブリヂストン(⼀般消費財・サービス、⽇本)

⾼付加価値の⼤型特殊タイ
ヤ等に競争⼒を持つ世界最
⼤級のタイヤメーカー

中での株主還元の積極化を期待しています。
 社外取締役が過半を占める取締役会の構成や
投資家との対話に対する積極姿勢、ダイバーシテ
ィ重視の経営スタンスなどを評価しています。

 世界的な⾃動⾞保有台数
の増加による安定成⻑や
設備投資がピークアウトする

過去5年間の
売上⾼成⻑率
約32％

良品計画(⼀般消費財・サービス、⽇本)

過去5年間の株価推移（⽇本円ベース）

「無印良品」ブランドで製造
⼩売業として⽇常⽣活全般
にわたる商品群を展開
 認知度や運営ノウハウの向
上により順調に海外店舗数
を拡⼤。今後は、海外事業
の物流改⾰による収益性の改善も期待できます。

 ガバナンス体制や「100の良いこと」で知られる社
会・環境問題に対する取組姿勢を⾼く評価して
います。

過去5年間の
売上⾼成⻑率
約82％

ウエストパック銀⾏(⾦融、オーストラリア)

過去5年間の株価推移（豪ドルベース）

法⼈・個⼈向け融資業務を
中⼼に各種⾦融事業を⼿掛
けるオーストラリアの商業銀⾏
 バランスシートが健全であり、
規律ある利益成⻑が⾒込ま
れます。

 規律ある成⻑戦略、顧客サービスの向上、職場
環境の改善等を経営戦略の優先事項として取り
組み、安定的な利益成⻑を⽬指しています。

過去5年間の
売上⾼成⻑率

約1％
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モデル・ポートフォリオ構成銘柄のご紹介（2）
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2016年5⽉13⽇現在
モデル・ポートフォリオは、2016年5⽉13⽇現在で当ファンドと同様の運⽤⽅針に基づき構築した仮想ポートフォリオです*。モデル・ポートフォリオが当ファンド設定後の実際の運⽤に
適⽤されるとは限りません。

出所：ブルームバーグおよび各社資料を基にシュローダー作成。＊実際の運⽤は、マザーファンド受益証券を通じて⾏います。※グラフの株価と指数は2011年4⽉末〜2016年4⽉末、2011年4⽉末を100として指数化、す
べてトータルリターン。※売上⾼成⻑率は直近年度末までの過去5年間で算出。※上記の銘柄は、参考として掲載するものであり、個別銘柄の推奨もしくは当該銘柄の株価の上昇⼜は下落を⽰唆することを⽬的とするもの
ではありません。また、当ファンドが今後当該銘柄に対して何らかの投資活動をとるかどうかについて⼀切⾔及もしくは⽰唆するものではありません。※写真はイメージです。

テンセント・ホールディングス (情報技術、中国)

過去5年間の株価推移（⾹港ドルベース）

ソーシャル・ネットワーキングや
電⼦商取引市場を運営する
中国の情報技術⼤⼿
 電⼦商取引市場の拡⼤や
オンライン広告の拡⼤からの
利益成⻑が⾒込まれます。

 経営陣は中核事業に経営資源を集中、透明性
の⾼い堅実な経営を⾏っていると考えられます。ま
た、技術開発に際しては収益性とのバランスを⾒
極め、慎重に経営判断を⾏っていると考えます。

過去5年間の
売上⾼成⻑率
約424％

インフォシス(情報技術、インド)

過去5年間の株価推移(インドルピーベース)

グローバルにITソリューションを
⼿掛けるインドの情報技術
コンサルティング会社
 企業のIT投資や、クラウド・コ
ンピューティング等への需要
からの利益成⻑が⾒込まれ
ます。

 社外取締役が取締役会の過半数を占め、分散
を図っている等、コーポレート・ガバナンスが評価で
きます。

過去5年間の
売上⾼成⻑率
約127％

半導体、携帯電話等、電⼦
部品・製品を製造する韓国
の⼤⼿電⼦機器メーカー

サムスン電⼦(情報技術、韓国)

過去5年間の株価推移（韓国ウォンベース）

 事業分散を図り、⾼いブラ
ンド認知度を構築、安定
的な利益成⻑が⾒込まれ
ます。

 近年、配当性向の引き上げや⾃社株買いなど、
株主還元策の改善を進めており、コーポレート・ガ
バナンスにも改善の兆しが⾒られます。

過去5年間の
売上⾼成⻑率
約30％



販売⽤資料
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(ご参考)各国市場の動き
各国の株式指数と通貨の対円相場(2011年4⽉末〜2016年4⽉末)
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出所：ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。※グラフ・数値は過去のものであり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。
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ファンドの特⾊
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シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ

1. ⽇本を含むアジアパシフィック諸国の株式を実質的な主要投資対象とします。
 実際の運⽤にあたっては、マザーファンド(「シュローダー・アジアパシフィック(除く⽇本)株式サステナブル投資マザーファンド(以下「アジアマザー」という場
合があります。)」ならびに「シュローダー⽇本株式サステナブル投資マザーファンド(以下「⽇本マザー」という場合があります。)」)受益証券を通じて投
資を⾏います。

 各マザーファンド受益証券への投資⽐率は、MSCI AC Asia Pacific Indexの構成国における⽇本を除くアジアパシフィック諸国と⽇本との⽐率に
準じた割合を⽬安とし、必要に応じてリバランスを⾏います。

 実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。

2. 銘柄選定にあたってはESGの観点を加味します。
 株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループ*のアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的
に利益の成⻑が期待されると判断する企業に投資します。

3. ESGの観点を組み⼊れた運⽤アプローチを有するシュローダー・グループ*が運⽤を担当します。
 創業以来200年以上の歴史と実績を誇る、英国屈指の独⽴系資産運⽤グループ、シュローダーの経験豊富な運⽤プロフェッショナルが運⽤を⾏
います。

 アジアマザーの運⽤にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(⾹港)リミテッドに、外貨建資産の運⽤の指図に関する権限を委託し
ます。また、⽇本マザーの運⽤にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の⽇本株式チームが運⽤を担当します。

＊シュローダー・グループとは、シュローダーplcを直接もしくは間接的に親会社とする会社等をいいます。
※資⾦動向、市場動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
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ファンドの仕組みと分配⽅針
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ファンドの仕組み ファミリーファンド⽅式により運⽤を⾏います。ファミリーファンド⽅式とは、投資者からの資⾦をまとめてベビーフ
ァンド（シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ）とし、ベビーファンドの資⾦を「アジアマザ
ー」および「⽇本マザー」に投資して、実質的な運⽤をマザーファンドで⾏う仕組みです。

分配⽅針 年１回の決算時（原則6⽉20⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇。）に、以下の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・配当収⼊と売買益等の全額とします。
・収益分配⾦額は、分配対象額の範囲内で、基準価額⽔準・市況動向等を勘案し委託会社が決定します。

※上記はイメージ図であり、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について⽰唆、保証するものではありません。
※なお、分配を⾏わない場合があります。
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ファンドの主なリスクおよび留意点
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基準価額の変動要因

その他の留意点

リスクの管理体制

 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。
 為替変動リスク
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。
 カントリーリスク
実質的な投資対象国・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。
 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が⼩さい場合は、流動性が低下し、本来想定される投資価値とは乖離した価格⽔準による取引が⾏われたり、
価格の変動性が⼤きくなる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下し、より⼀層、価格変動が⼤きくなることも想定されます。こ
のように流動性が低下した場合には、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。

※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。

 ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主に国内外の株式を投資対象としますので、組⼊株式の株価の下落や、組⼊株式の発⾏会社の倒産や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。

 収益分配⾦に関する留意事項
• 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託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。
• 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前
期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、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。

• 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、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。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。

 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。

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。
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お申込みメモ等
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購 ⼊ 単 位 ＜分配⾦再投資コース＞（新規購⼊時）10万円以上1円単位 （追加購⼊時）1万円以上1円単位
＜分配⾦受取りコース＞（新規購⼊時）10万⼝以上1万⼝単位（追加購⼊時）1万⼝単位 ※別に定める場合はこの限りではありません。

購 ⼊ 価 額 当初申込期間：1⼝当たり1円とします。 継続申込期間：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 販売会社が指定する期⽇までにお⽀払いください。

換 ⾦ 単 位 ＜分配⾦再投資コース＞1万円以上1円単位または1⼝単位 ＜分配⾦受取りコース＞1万⼝単位

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 の 申 込 期 間 当初申込期間：平成28年6⽉20⽇から平成28年6⽉29⽇まで
継続申込期間：平成28年6⽉30⽇から平成29年9⽉20⽇まで

換 ⾦ 制 限 ⼤⼝解約は、解約⾦額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。

信 託 期 間 平成38年6⽉22⽇まで（平成28年6⽉30⽇設定）

繰 上 償 還 受益権⼝数が30億⼝を下回った場合等には繰上償還となる場合があります。

決算⽇および収益分配
原則6⽉20⽇(休業⽇の場合は翌営業⽇)
年1回、収益分配⽅針に基づいて収益の分配を⾏います。販売会社との契約によっては、税引き後無⼿数料で再投資が可能です。
なお、分配を⾏わない場合があります。

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、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。配当控除、益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。

購⼊ ・ 換⾦申込不可⽇ 国内の休業⽇および⾹港もしくはオーストラリアの証券取引所または⾹港もしくはオーストラリア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。

MSCIは、この資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明⽰的・黙⽰的に保証せず、またいかなる責任も負いません。このMSCIのデータを再配布することは許可されません。また、他の指数やいかなる有価証券、⾦融商
品の根拠として使⽤することもできません。MSCIはこの資料の内容の承認やレビューを⾏っておらず、また、MSCIはこの資料の作成者ではありません。いかなるMSCIのデータも、投資のアドバイスや、どのような種類の投資決定を
⾏う事(⼜は⾏わない事)の推奨を⾏う意図は無く、また、そのようにみなされるべきものでもありません。

委託会社： 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]
受託会社： 三菱UFJ信託銀⾏株式会社 [信託財産の管理等]
販売会社： SMBC⽇興証券株式会社 [募集の取扱い等]
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(委託会社)
ホームページ( http://www.schroders.co.jp/ ) 電話番号：03-5293-1323(受付時間：委託会社の毎営業⽇の午前9時から午後5時まで)

【ファンドの関係法⼈】

※ご購⼊の際は、投資信託説明書(交付⽬論⾒書)をご確認ください。

【お申込みメモ】



販売⽤資料

表紙の「本資料に関するご注意」を必ずご確認下さい。

ファンドの費⽤
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※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。※上記は、平成28年6⽉3⽇現在のものです。

■ 投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤

購 ⼊ 時 ⼿ 数 料

お申込⾦額／代⾦に応じた以下の率を乗じて得た額を購⼊時にご負担いただきます。
1億円未満・・・・・・・・・・・・・・3.24%(税抜3.0%)
1億円以上5億円未満・・・・・1.62%(税抜1.5%)
5 億円以上10 億円未満・・・0.81％(税抜0.75％)
10 億円以上・・・・・・・・・・・・・0.54％(税抜0.5％) ※別に定める場合はこの限りではありません。
【ご注意ください】
＜分配⾦受取りコースの購⼊時⼿数料＞購⼊時⼿数料は、購⼊価額に、購⼊⼝数、購⼊時⼿数料率を乗じて計算します。例えば、100 万⼝の⼝数指定でご購⼊いた
だく場合、1万⼝当たり基準価額が10,000 円、購⼊時⼿数料率が3.24％(税込)とすると、購⼊時⼿数料＝100 万⼝×10,000 円÷10,000×3.24％＝32,400 円となり、
合計1,032,400 円をお⽀払いいただくこととなります。
＜分配⾦再投資コースの購⼊時⼿数料＞購⼊時⼿数料は、購⼊価額に、購⼊⼝数、購⼊時⼿数料率を乗じて計算します。例えば、お⽀払いいただく⾦額が100万円
の場合、100万円の中から購⼊時⼿数料(税込)をいただきますので、100万円全額が当該投資信託のご購⼊⾦額となるものではありません。

信 託 財 産 留 保 額 換⾦申込⽇の翌営業⽇の基準価額に0.2％を乗じて得た額を換⾦時にご負担いただきます。

■投資者が直接的に負担する費⽤
【ファンドの費⽤】

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1.8036％（税抜1.6700％）。
毎計算期間の最初の6カ⽉終了⽇（当該⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇）および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。

運⽤管理費⽤(信託報酬)の配分
委託会社 年率0.85％(税抜)

販売会社 年率0.75％(税抜)

受託会社 年率0.07％(税抜)

委託会社の配分には、シュローダー・アジアパシフィック（除く⽇本）株式サステナブル投資マザーファンドの外部委託先であるシュローダー・インベストメント・マ
ネージメント（⾹港）リミテッドに対する報酬が含まれています。

その他の費⽤・
⼿数料

◆法定書類の作成等に要する費⽤、監査法⼈等に⽀払うファンドの監査に係る費⽤
ファンドの純資産総額に対して年率0.108％(税抜0.100％)を上限とする額がファンドの計算期間を通じて毎⽇計上され、毎計算期間の最初の6カ⽉終了
⽇（当該⽇が休業⽇の場合は翌営業⽇）および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。
◆組⼊有価証券の売買委託⼿数料、外貨建資産の保管等に関する費⽤等
ファンドからその都度⽀払われます。ただし、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。

※ご購⼊の際は、投資信託説明書(交付⽬論⾒書)をご確認ください。






