
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：⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、⼀般社団法⼈投資信託協会

2017年6⽉
販売⽤資料

シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型／為替ヘッジなし／⽶ドル投資型

設定来の運⽤状況と今後の運⽤⽅針
2周年
レポート

70

80

90

100

110

120

2015年6⽉ 2015年12⽉ 2016年6⽉ 2016年12⽉ 2017年6⽉

1

出所：ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。
※ユーロ株式市場はMSCI EMUインデックス（トータルリターン、ユーロベース）。2015年6⽉8⽇を100として指数化。

上記は過去の実績であり、将来の傾向、数値、運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。巻末のリスク、費⽤、ご留意事項等を必ずご参照ください。

設定来の市場環境と運⽤状況
2015年6⽉の当ファンド設定から約1年程度、ユーロ株式市場は下落基調で推移しました。ギリシャ債務問題の再燃、ユーロ
圏の銀⾏に対する新規制の導⼊による銀⾏の収益⼒低下懸念、更には原油価格の下落や中国等の新興国経済の減速が
欧州を含めたグローバル経済の減速を招くのではないかという懸念などが下押し圧⼒となりました。

2016年6⽉には英国の欧州連合（EU）離脱に関する国⺠投票が実施され、事前予想に反して離脱を⽀持する結果と
なったため、ユーロ株式市場や為替市場に動揺が⾛りました。しかし、そのショックは短期的なものに留まり、ユーロ安が域外輸出
企業への追い⾵と受け⽌められて株式市場は上昇に転じました。同年11⽉の⽶⼤統領選挙におけるトランプ⽒の当選も、同
⽒が掲げる財政拡⼤政策への期待から好材料となりました。

2017年に⼊ると、ユーロ圏各国で相次ぐ国政選挙における政治リスクが懸念されたものの、各国の選挙結果が事前予想の
範囲内であったこと、ユーロ圏の着実な景気回復や企業の業績回復を背景に、ユーロ株式市場は堅調に推移しました。特に、
5⽉の仏⼤統領選挙において中道派のマクロン⽒が勝利したことはユーロ圏の政治不安の払拭につながり、ユーロは対⽶ドル、
対円で急騰しました。
こうした市況に伴い、設定来のシュローダー・ユーロ株式ファンドの各コースの基準価額も、当初の下落を回復する⽔準まで上
昇しました。（次ページに続きます。）

ユーロ株式市場の推移
(2015年6⽉8⽇〜2017年6⽉23⽇)

当ファンドは、おかげさまで設定から2周年を迎えました。この節⽬に、設定来の運⽤状況と今後の運⽤⽅針をご報告します。

2016年11⽉
⽶⼤統領選挙で
トランプ⽒が勝利

2016年6⽉
英国の国⺠投票で

EU離脱が決定

2016年
原油価格下落、
中国景気減速懸念

2015年6⽉
ギリシャ債務問題

の再燃

2017年5⽉
仏⼤統領選挙

※本資料内では、「シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型／為替ヘッジなし／⽶ドル投資型」のすべてを総称して「当ファンド」、「ファンド」あるいは「シュロー
ダー・ユーロ株式ファンド」ということがあります。※ユーロ圏とは、EU加盟国のうちユーロを通貨として採⽤している国の総称、ユーロ株式とは、ユーロ圏各国の企業が発
⾏する株式と定義します。※ファンドの運⽤⽅針は、マザーファンドの主要投資対象である外国籍投資証券のマスターファンドの運⽤⽅針です。
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※分配⾦は1万⼝当たり、税引前。運⽤状況によっては分配⾦が⽀払われない場合があります。基準価額は信託報酬控除後の価額です。分配⾦込は税引前分配⾦を再
投資した場合の基準価額です。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。税引前分配⾦を再投資した基準価額の騰落率です。※本資料内では、「シュローダー・ユー
ロ株式ファンド 為替リスク軽減型／為替ヘッジなし／⽶ドル投資型」をそれぞれ「為替リスク軽減型」、「為替ヘッジなし」、「⽶ドル投資型」ということがあります。※販売会社に
よっては、⼀部のコースのみのお取り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。

設定来の基準価額と純資産総額の推移（2017年6⽉23⽇現在）

設定来の基準価額と純資産総額の推移（2017年6⽉23⽇現在）

設定来の基準価額と純資産総額の推移（2017年6⽉23⽇現在）

2017年6⽉23⽇現在

設定来分配⾦累計 820 円

基準価額 10,847 円

騰落率（設定来） 16.68 ％

2017年6⽉23⽇現在

設定来分配⾦累計 170 円

基準価額 10,232 円

騰落率（設定来） 4.03 ％

第4期（2017年6⽉12⽇）
分配⾦（1万⼝当たり、税引前）

170 円

第4期（2017年6⽉12⽇）
分配⾦（1万⼝当たり、税引前）

820 円

2017年6⽉23⽇現在

設定来分配⾦累計 100 円

基準価額 10,240 円

騰落率（設定来） 3.41 ％

第4期（2017年6⽉12⽇）
分配⾦（1万⼝当たり、税引前）

100 円

為替リスク軽減型

為替ヘッジなし

⽶ドル投資型

設定来では、主に情報技術セクターや、エネルギー・素材セクターにおける銘柄選択がうまく機能したことがファンドのパフォーマ
ンスに貢献しました。
個別銘柄では、情報技術セクターにおいて、組織改⾰と⾃動運転技術分野でのビジネス成⻑を好感され、株価が上昇した
半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(フランス)や、ビジネスソフトウェアでクラウド化への移⾏が進むSAP(ドイツ)などの組み
⼊れが奏功しました。また、エネルギーセクターでは、⽯油・天然ガス探査・採掘サービスを提供するガルプ・エネルジア(ポルトガ
ル)が好決算により原油安の下でも株価が堅調に推移したこと、素材セクターではユーロ圏の内需拡⼤による収益の成⻑が期
待される、衛⽣⽤品・林産品メーカーのスヴェンスカ・セルローサ(スウェーデン)などの銘柄選択が、ファンドのパフォーマンスに貢献
しました。 ※2017年5⽉末時点のパフォーマンスに基づくコメントです。
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今後の⾒通しと運⽤⽅針

政治的不安が後退し、割安感のあるユーロ圏に魅⼒
仏⼤統領選におけるマクロン⽒の勝利は、市場を後押しす
る材料になると考えています。選挙の結果次第で欧州への投
資を増やす⽤意があった投資家は多いと思われることから、欧
州株式は⻑期的な上昇局⾯の⼊り⼝に⽴ったと⾒ています。
EUという枠組みにおける構造的な問題は、世界中の投資家
に⼤きな懸念を与えてきました。懸念の⼀つが払拭されたこと
で、リスク資産やグローバル株式への資⾦回帰の余地は⼗分
にあると考えています。グローバル株式の中では特にユーロ株
式に割安感があることから、資⾦の配分先となり得ると考えて
います。ユーロ株式は割安感が魅⼒なだけでなく、企業収益
も改善傾向にあります。仏⼤統領選挙という⼤きな不安要
因が解消され、更に資⾦流⼊を後押しすると考えられます。

企業の予想EPS(1株当たり利益)成⻑率(前年⽐)
(2012年6⽉末〜2017年5⽉末)

グラフ出所：ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。※ユーロ圏はMSCI EMUインデックス、⽶国はMSCI⽶国インデックス、⽇本はMSCI⽇本インデックスを使
⽤。＊ 過去平均EPSに基づくPERは、指数値とPERからEPSを算出後、直近10年間の平均EPSと直近指数値を使⽤して算出。

※本資料に⾒通しや分析結果等が含まれる場合、当該⾒通しや分析結果等は、作成時点の考えに基づくものであり、市場環境やその他の状況等によって将来予告
なく変更する場合があり、またこれらは将来の投資成果を⽰唆、保証あるいは約束するものではありません。

過去平均EPSに基づくPER(株価収益率)*
(2012年6⽉末〜2017年5⽉末)
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医薬品などのディフェンシブセクターの投資機会に注⽬
ユーロとユーロ圏資産への資⾦回帰が起きる中で注⽬したいのは、景気の影響を受けにくく、業績の安定している、いわゆる
ディフェンシブ寄りのセクターです。欧州の輸出企業は⻑期のユーロ安の恩恵を受けてこれまで好業績でしたが、ユーロ圏への資
⾦回帰などによりユーロ⾼に転じた場合、内需系企業が有利となる点に留意する必要があります。資本財セクターは収益への
期待から割⾼になってきたため、弱含む可能性があると考えています。
⼀⽅、ディフェンシブセクターはこれまで株価が出遅れてきました。例えば、欧州の医薬品セクターは、欧州内の他のセクターと
⽐較しても、他地域の医薬品セクターと⽐較しても割安感があり、加えて収益の好転も⾒込めると考えられます。また、⼀部の
銀⾏や、⾃動⾞関連、建設関連などにも株価上昇余地があると⾒ています。

企業業績は改善傾向
⽶国株式やグローバル株式と⽐較して、いかにユーロ株式
が出遅れているかを⾒ると、ユーロ株式の回復はまだ初期段
階にあると考えています。ユーロ圏企業のファンダメンタルズ、つ
まり、財務状況等の基礎的要素は良好と考えられます。⼀
⽅で、企業価値に対して、ユーロ株式は構造的に割安な⽔
準にあると⾒ています。欧州においては、⼀部企業の⾼成⻑
にもかかわらず、全体としての収益改善の勢いは弱く、それが
市場の悩みの種でもありました。収益改善の実績を確認する
必要があると⾒られてきましたが、最近になって明確な成⻑の
加速が⾒えてきています。 -15
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ポートフォリオの概要（2017年5⽉末現在）

＊ 「SISF ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」および「SISF ユーロ・エクイティ ⽶ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」のマスターファンドを指します。※グラフや表における業種
は、GICS(世界産業分類基準）10分類、国別は、原則として当該株式が主に取引されている取引所の所在国に基づき、マスターファンドの投資運⽤会社が作成し
た分類により表記しております。なお、国別、業種別の組⼊⽐率および組⼊上位銘柄の各組⼊⽐率は、マスターファンドにおける純資産⽐です。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。

以下は、マザーファンドの主要投資対象である「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（SISF）ユーロ・エクイティ*」の概要です。

組⼊上位10銘柄(組⼊銘柄数：51)

銘柄 業種 国名 組⼊⽐率

Bayer ヘルスケア ドイツ 4.4%

BNP Paribas ⾦融 フランス 3.8%

BASF 素材 ドイツ 3.6%

Leonardo 資本財・サービス イタリア 3.4%

Nokia 情報技術 フィンランド 3.3%

Linde 素材 ドイツ 3.2%

Cie de St-Gobain 資本財・サービス フランス 3.1%

Porsche Automobil Holding ⼀般消費財・サービス ドイツ 3.0%

E.ON 公益事業 ドイツ 3.0%

Accor ⼀般消費財・サービス フランス 2.9%

国別組⼊⽐率 業種別組⼊⽐率

ドイツ
31.0%

フランス
15.0%

フィンランド
9.2%

オランダ
9.0%

イタリア
7.7%

ベルギー
5.6%

デンマーク
5.4%

スウェーデン
3.9%

ギリシャ
2.1%

オーストリア
2.1%

その他
7.6%

キャッシュ等
1.4%

素材
17.1%

⾦融
16.4%

資本財・サービス
15.8%

⼀般消費財・
サービス
13.5%

ヘルスケア
11.0%

情報技術
10.7%

⽣活必需品
4.8%

電気通信
サービス
3.6%

公益事業
3.0% エネルギー

1.5%

不動産
1.2%

キャッシュ等
1.4%
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投資銘柄例

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。2017年5⽉末現在。※MSCI EMUインデックスはプライスリターン、ユーロベース。グラフは2012年5⽉
末〜2017年5⽉末、2012年5⽉末を100として指数化。※上記は当ファンドをご理解頂くことを⽬的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、当ファンドが当該銘柄を常に保有していることを⽰すものではなく、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。

レオナルド(イタリア)

BNPパリバ(フランス)

欧州を本拠とする世界有数
の⾦融グループ。

直近5年間の株価推移(ユーロベース)

直近5年間の株価推移(ユーロベース)

運⽤担当者の視点
欧州銀⾏銘柄の中で⼤きな
訴訟問題がなく資本成⻑、
バリエーションの⾯で魅⼒的。

世界で、航空宇宙、防衛、
セキュリティ関連サービスを提
供。

運⽤担当者の視点
北 ⼤ ⻄ 洋 条 約 機 構
（NATO）防衛費の増加
可能性から、ヘリコプターの需
要増が期待される。
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ノキア(フィンランド)

バイエル(ドイツ)

運⽤担当者の視点
同社売上の約半分を占める
医薬品事業における収益率
改善が⾒込まれる。

直近5年間の株価推移(ユーロベース)

直近5年間の株価推移(ユーロベース)
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ノキア MSCI EMU インデックス

ヘルスケアと農業関連のライフ
サイエンス領域を中核に、世
界で事業を展開。
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レオナルド MSCI EMU インデックス

通信インフラ、デジタルヘルス、
VR（バーチャルリアリティ）
事業などを世界展開。

運⽤担当者の視点
優良な知的財産からの特許
料収⼊や、通信機器分野で
の業績が市場コンセンサスを
上回ると予想。



販売⽤資料ファンドの主なリスクおよび留意点
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、主に投資信託証券に投資することにより、主に外国株式を実質的な投資対
象としますので、組⼊株式の価格下落、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。

 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
＜為替リスク軽減型＞
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ユーロ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、円の⾦利がユーロの⾦利より低いときには、これらの
⾦利差相当分が為替取引によるコストとなります。また、ユーロ以外の通貨建ての資産にも投資を⾏う場合、ユーロとユーロ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。
＜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。
＜⽶ドル投資型＞
ファンドが実質的に投資を⾏う外貨建て資産について、原則としてユーロ売り、⽶ドル買いの為替取引を⾏います。⽶ドル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。なお、⽶ドルの⾦利がユーロの⾦利より低いときには、これらの⾦
利差相当分が為替取引によるコストとなります。また、ユーロ以外の通貨建ての資産にも投資を⾏う場合、ユーロとユーロ以外の投資通貨との間の為
替変動の影響も受けます。
 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。

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。
＜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。

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。

ご留意事項
本資料中シュローダー/Schrodersとは、シュローダーplcおよびシュローダー・グループに属する同社の⼦会社および関連会社等を意味します。投資信託
は、⾦融機関の預貯⾦と異なり、元⾦および利息が保証されている商品ではありません。投資信託は、預⾦または保険契約ではなく、預⾦保険および
保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。投資信託は、銀⾏等登録⾦融機関でお申込みいただいた場合は、投資者保護基⾦の⽀払対
象ではありません。
本資料は商品説明⽤資料としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が作成したものであり、法令に基づく開⽰書類ではありません。
本資料記載の内容は作成時点におけるものであり、市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。本資料は、弊社が信
頼できると判断した情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性あるいは完全性についてはこれを保証するものではありません。また、将来の投
資成果を⽰唆、保証あるいは約束するものではありません。
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。

6

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。
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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。(販売会社により前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。

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。別途、投資対象ファンドの解約制限の影響を受ける場合が
あります。

信 託 期 間 平成37年6⽉6⽇まで(平成27年6⽉8⽇設定)

繰 上 償 還 為替リスク軽減型、為替ヘッジなしおよび⽶ドル投資型それぞれの受益権⼝数が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、12⽉の各10⽇(休業⽇の場合は翌営業⽇)
年2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。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、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。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家
等にご確認されることをお勧めします。

ス イ ッ チ ン グ
為替リスク軽減型、為替ヘッジなしおよび⽶ドル投資型間でスイッチングが可能です。スイッチングの際には、換⾦時と同様に税⾦、および販売会
社が定める購⼊時⼿数料がかかる場合があります。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もしくはルクセンブルク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ク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(12⽉24⽇等)においても、購⼊・換⾦のお申込みは受付けません。

お申込みメモ

ファンドの費⽤
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 ありません。

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1.647％(税抜1.525％)。
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0.025％(税抜)

投資対象ファンドの
管理費⽤等 年率0.06％程度*

実質的に負担する
運⽤管理費⽤
(信託報酬)等

年率1.707%(税込)程度
* 投資対象ファンドの管理費⽤等の料率は運⽤・管理状況等によって変動することがあります。投資対象ファンドの管理費⽤等：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、弁護⼠費⽤および監査法⼈等に⽀払うファンドの監査に係る費⽤等

その他の費⽤・⼿数料

当ファンド
◆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

◆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
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。

ファンドの関係法⼈
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
受 託 会 社 三菱UFJ信託銀⾏株式会社
販 売 会 社 以下をご参照ください。

⾦融商品取引業者等の名称 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

極東証券株式会社* ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)
第65号 ○ ○

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)
第2336号 ○ ○ ○ ○

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀⾏
（委託⾦融商品取引業者：
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）

登録⾦融機関 関東財務局⻑(登⾦)
第5号 ○ ○ ○

*極東証券株式会社では「為替リスク軽減型」および「為替ヘッジなし」のみのお取扱いになります。

販売⽤資料




