
証券化商品戦略
～幅広い投資ユニバースでリターンを追求する運用～

2020年9月18日

第16回Webinar資料



1

シュローダー証券化商品運用
主な特長

幅広い投資ユニバースを対象とする

金利リスクを低位に抑える

他の債券セクターとの低相関

出所：シュローダー、2020年8月末時点。※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。



格付け別の最低利回りおよび市場規模

証券化商品は格付け対比で魅力的な利回りを提供
それぞれの格付けにおいて豊富な投資機会が存在

IG: 投資適格、HY：ハイイールド。円の大きさは市場規模を表します。5年デュレーション相当での最低利回りを表示しております。

格付け
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国債 証券化商品/ローン 社債 米国地方債 エマージング債券

最
低
利
回
り

出所：ブルームバーグ、SIFMA (米国証券業金融市場協会)。2020年8月7日時点。本資料中に記載された見解は証券化商品運用チームによるものです。策定時点で知りうる範囲内の妥当な前
提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証するものではありません。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。
本資料のデータ、運用実績などは過去のものであり、将来の投資成果などを示唆あるいは保証するものではありません。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。
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グローバル
証券化商品

12.9兆米ドル

米国
証券化商品

11.4 兆米ドル

米国政府系
証券化商品

8.4 兆米ドル

政府系CMBS

0.6兆米ドル

政府系MBS

7.8兆米ドル

米国非政府系
証券化商品

3.0兆米ドル

ABS
(資産担保証券)

1.0 兆米ドル

MBS
(モーゲージ債)

0.8兆米ドル

CMBS
(商業用不動産担保証券)

0.6兆米ドル

CLO
(ローン担保証券)

0.6兆米ドル

米国除く
証券化商品

1.5兆米ドル

証券化商品：市場概観
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Real estate whole 
loans are another 
$large market, more 
than $6T in  the US

ブルームバーグ・バークレイズグローバル総合指数対象 ブルームバーグ・バークレイズグローバル総合指数対象外が多数

(ご参考: 主要米国債券セクターの
市場規模)

米国債に次ぐ市場規模を有し、セクターは多岐に亘る

証券化商品市場のセクター別規模

出所：シュローダー、SIFMA (米国証券業金融市場協会)、米連邦準備制度理事会、ブルームバーグ。2019年9月末時点。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。

セクター 市場規模
(兆米ドル)

米国債 15.9

政府関連債 5.7

社債 9.5



シュローダーの証券化商品戦略
戦略ラインナップ
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インデックス対比
アクティブ運用型 変動金利型 カスタム型 オポチュニスティック型 不動産ローン型

（プライベート・デット）

特徴
ベンチマーク・インデックスを意識、
超過収益、低トラッキング・

エラー、分散投資

トータル・リターン、
低ボラティリティー、

デュレーションは１年以下
に維持

顧客の投資目標に
合わせカスタム運用

オポチュニスティック・インカム、
低デュレーション、

他資産クラスと低相関

オポチュニスティック・リターン、
低デュレーション、

他資産クラスと低相関

安定的な利回り、
低リスク・プロファイル、
クレジット・リスクの代替

ベンチマーク/
目標リターン

ブルームバーグ・バークレイズ
証券化商品インデックス

+100-150bps
LIBOR

+200-350bps - LIBOR+500bps トータル・リターン：10% トータル・リターン：7-9%

レバレッジ 無し 無し - 無し 有り 無し/有り

設定日 1993年１月 2007年９月 - 2008年４月 2012年４月 2018年２月

運用資産額 5,600百万米ドル* 4,000百万米ドル* - 2,500百万米ドル 59百万米ドル 232百万米ドル

流動性 日次(T+3) 日次(T+3) - 四半期毎 四半期毎 無し

備考 欧州ABS特化型
戦略も可能

シュローダー
証券化商品チームの
ベスト・アイディア戦略

クローズ済み

リスク低 高

*Includes delegated AUM managed on behalf of Schroders funds globally.  The team also manages approximately $1 billion for other Schroders Fixed Income teams that is not designated within a 
securitized sleeve. Source: Schroders. There can be no guarantee that any investor objective or outcome will be achieved. For illustrative purposes, intended only to demonstrate the depth and 
breadth of the Team’s investment capabilities. Capital preservation and protection references do not reflect an absolute guarantee against capital loss.

特定のファンドに関する情報は、投資一任契約口座における投資対象や運用戦略等を説明するための参考情報として記載したものであり、当該ファンドの募集その他勧誘を目的としたものではありません。
2020年5月末時点。*運用資産額にはシュローダー・グループ内での再委託による運用資産額を含みます。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。



27.9%
11.2% 13.7% 16.4% 22.2%

8.70%

AAA AA A BBB BBB-未満 無格付け

変動金利型戦略の比較
各戦略の特性

利回り 2.76%

加重平均残存期間 (WAL) 3.66年
デュレーション 0.92年
平均格付け AA-

5
出所：シュローダー。変動金利型は2020年7月末時点。格付け別配分は、S&P、Moody’s、Fitchの最高格付けにて表示しております。特定のファンドに関する情報は、投資一任契約口座における投資対象や運
用戦略等を説明するための参考情報として記載したものであり、当該ファンドの募集その他勧誘を目的としたものではありません。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目的とするものであり、当該個別
銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。平均格付とは、基準日時点で当該ファンドにおける組入資産の信用格付を加重平均したものであり、当該ファンド自体の信用格付ではあり
ません。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。

利回り 3.38%
加重平均残存期間 (WAL) 3.68年
デュレーション 0.36年
平均格付け BBB+

セクター別配分

格付け別配分(除くキャッシュ) 格付け制限：BBB-未満は20％以下

特性値

国別配分

ABS
8.7%

政府系MBS
13.3%

非政府系
MBS

42.5%

CMBS
11.0%

CLO
14.4%

金融社債
1.1%

キャッシュ/国債等
8.0%

目標リターンL+200bps戦略 目標リターンL+350bps戦略（想定ベース）

格付け別配分(除くキャッシュ) 格付け制限：無し

特性値

国別配分

セクター別配分

61.9%
6.1% 6.5% 11.7% 9.7% 4.1%

AAA AA A BBB BBB-未満 無格付け

77.1%
18.0% 1.01% 3.9%

米国 英国 ユーロ圏 キャッシュ等

82.8%
9.8% 2.20% 5.3%

米国 英国 ユーロ圏 キャッシュ等

ABS
9.5%

政府系MBS
10.5%

非政府系
MBS

45.3%

CMBS
18.4%

CLO
7.7%

金融社債
2.7%

キャッシュ/国債等
6.0%



シュローダー証券化商品運用チーム
各セクターのスペシャリストを有し、長期に亘る実績を誇る
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 証券化の父と呼ばれるルイス・ラニエリ氏が1988年に立ち上げたハイペリオン・キャピタルの証券化商品戦略チームをブルック
フィールドが2005年に買収、シュローダーが同チームを2016年に買収

 米国・ニューヨークを運用拠点とし、運用チームのシニアメンバーの運用経験は20年超

 15名のプロフェッショナル、チーム全体の運用額は約130億米ドル

 運用チームのトラックレコードは1993年に開始し、長期に亘る実績を誇る

各戦略の開始時期:

ベンチマーク・
アクティブ
証券化商品
戦略

LIBOR
プラス

証券化商品
戦略

オポチュニスティック
インカム型
証券化商品
戦略

2007 20081993 2012

オポチュニスティック
リターン型
証券化商品
戦略

2018

商業用
不動産ローン

（プライベート・デット）
戦略

出所：シュローダー、2020年5月末時点。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。



マンション

地方都市オフィス
産業用不動産

ホテル
自動車ファイナンス 主要都市オフィス

高級
ショッピング・モール

高級マンション

学生ローン

低クオリティー・ショッピング・モール
（例：人口が減っている町のモール）

米住宅（戸建て）

米消費者(低所得者層)

米消費者(富裕層)

レバレッジド・ローン

シュローダー証券化商品運用：運用プロセス
異なるクレジット・サイクルを持つセクターへのリスク配分により高い分散効果
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サイクルの山

サイクルの谷

裏付け資産のクレジット・サイクルはセクターによって大きく異なる

出所：シュローダー。2019年12月末時点。上記は例示を目的とするものです。本資料中に記載された見解は証券化商品運用チームによるものです。策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づ
く所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証するものではありません。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。
※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。

裏付け資産：
ローン

証券化

ジュニア・
トランシェ

シニア・
トランシェ

信用補完が
比較的高い

信用補完が
比較的低い

• 確信度が高く、リスクをより多めに配分するセクターではジュニア・トランシェのポジションを選好し、
慎重に見ているセクターではシニア・トランシェのポジションを選好する傾向にある

• 証券化商品のシニア、ジュニア・トランシェを通して高い確信度のポジションをより反映させたり、
また、リスクを抑えることが可能

優先劣後構造



8 出所：JPモルガン、ブルームバーグ、 2019年12月末時点。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。

家計の返済負担率米国投資適格企業の財務レバレッジ（キャッシュ除く）

企業の財務レバレッジは上昇、家計は低下
米国における企業および家計のレバレッジを比較
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証券化商品：他資産との相関

出所：バンク・オブ・アメリカ、 、 2020年６月末時点。過去の運用実績は将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。

2007年1月から2020年6月30日の日次リターンに基づく相関係数

政府系MBS、ABS、CMBSを比較

政府系MBS CMBS ABS 投資適格社債 ハイイールド社債

政府系MBS 1 0.35 0.15 0.71 0.03

CMBS 1 0.23 0.37 0.31

ABS 1 0.28 0.19

投資適格社債 1 0.27

ハイイールド社債 1
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シュローダーの証券化商品戦略：他戦略との相関

出所：バークレイズ、ブルームバーグ、シュローダー、2020年６月末時点。過去の運用実績は将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。

指数や戦略を比較

バークレイズグローバル
総合指数（除く日本） FTSE WGBI指数 バークレイズ

証券化商品指数
バークレイズ

米国投資適格社債指数

L+200bps
戦略 0.34 0.09 (0.03) 0.53 

2010年1月から2020年6月30日の月次リターンに基づく相関係数

2010年1月から2020年6月30日のパフォーマンス

90
100
110
120
130
140
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180

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

L+200戦略 バークレイズグローバル総合指数（除く日本） FTSE WGBI指数 バークレイズ証券化商品指数 バークレイズ米国投資適格社債指数
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証券化商品：パフォーマンス
政府系MBS、ABS、CMBS(それぞれ満期1-5年）のスプレッドの推移

出所：バンク・オブ・アメリカ、 AAA格CMBSは1-5年AAA格CMBS指数、AAA格ABSは0-5年AAA格ABS指数、AAA格-AA格米国社債はAAA格-AA格1-5年米国社債指数。
それぞれ固定金利債指数の実績に基づく。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。

(bps)
OASの推移(2020年１月1日-2020年8月31日）

2020年8月31日時点 月末時点のOAS(bps)

格付け 利回り(%)

政府系MBS AAA 1.53

AAA格CMBS AAA 1.32

AAA格ABS AAA 0.64

AAA格-AA格米国社債 AA 0.54

BBB格CMBS BBB 7.88 

2020年1月31日 2020年2月28日 2020年3月31日 2020年4月30日 2020年5月31日 2020年6月30日 2020年7月31日 2020年8月３１日

54 64 97 85 83 85 89 82

59 70 205 179 157 134 119 111

31 37 259 176 118 66 58 48

30 45 166 85 49 42 35 31

260 265 794 1023 1075 889 805 766
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主要戦略の比較
L+200bps戦略コンポジットの月次リターン

月次リターン（米ドル建て）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度リターン

2020 2.26% 2.92% 1.02% 0.40% 6.74%

2019 0.48% 0.44% 0.24% 0.28% 0.30% 0.23% 0.24% 0.26% 0.21% 0.49% 0.20% -8.32% -5.18%

2018 0.33% 0.26% 0.22% 0.31% 0.29% 0.35% 0.15% -0.03% 0.09% 0.49% 0.38% 0.44% 3.32%

2017 0.41% 0.61% 0.45% 0.28% 0.47% 0.39% 0.28% 0.28% 0.23% 0.29% 0.23% 0.22% 4.22%

2016 0.61% 0.29% 0.24% 0.50% 0.29% 0.52% 0.28% 0.38% 0.34% 0.38% 0.45% 0.20% 4.58%

2015 0.13% 0.16% -0.09% 0.13% 0.05% 0.10% 0.12% 0.11% 0.05% -0.23% -0.25% 0.23% 0.52%

2014 0.23% 0.58% 0.28% 0.42% -0.03% 0.19% -0.12% 0.18% 0.01% 0.15% 0.29% 0.20% 2.39%

2013 0.47% 0.29% -1.00% 0.37% 0.20% 0.22% 0.66% 0.22% 0.33% 0.50% 0.16% 0.28% 2.71%

2012 -0.09% -0.33% 1.28% 1.70% 1.83% 2.92% 0.86% 0.23% 1.20% 1.58% 0.12% 0.22% 12.08%

2011 -0.01% 0.10% -0.77% -0.37% -2.63% -1.19% 0.80% -0.82% 0.58% 1.25% 1.69% 1.09% -0.36%

2010 3.73% -2.97% 1.46% 1.60% 0.95% 1.69% 0.67% 0.90% 1.40% 0.81% 0.96% -0.23% 11.40%

2009 0.22% 2.93% 0.85% 6.01% 1.21% 3.76% 3.12% -1.45% 2.34% 2.14% 0.85% 0.88% 25.17%

2008 3.03% 1.91% -2.44% -6.15% -3.14% -2.51% -6.62% -17.26% 1.76% -1.19% -1.27% -3.27% -32.65%

2007 -0.17% -1.12% 0.45% -0.44% -3.70% -3.77% -8.52%

出所：シュローダー、 2020年7月末時点。過去の運用実績は将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。コンポジットの詳細については、巻末のコンポジット・ディスクロ－ジャーを
ご覧ください。※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。
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主要戦略の比較
L+350bps戦略コンポジットの月次リターン

月次リターン（米ドル建て）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度リターン

2020 2.90% 2.48% 0.95% 0.52% 7.01%

2019 0.68% 0.53% 0.28% 0.38% 0.33% 0.28% 0.34% 0.24% 0.18% 0.59% 0.18% -10.85% -7.22%

2018 0.55% 0.51% 0.25% 0.36% 0.27% 0.32% 0.27% -0.17% -0.06% 0.54% 0.45% 0.54% 3.90%

2017 0.59% 0.93% 0.90% 0.65% 0.87% 0.54% 0.57% 0.41% 0.28% 0.48% 0.27% 0.32% 7.02%

2016 1.19% 0.37% 0.43% 1.00% 0.47% 0.97% 0.23% 0.27% 0.41% 1.06% 0.73% 0.66% 8.08%

2015 0.24% 0.24% -0.10% 0.12% 0.12% -0.13% 0.16% 0.06% 0.02% -0.73% -0.74% 0.54% -0.20%

2014 0.38% 2.01% 0.34% 0.70% 0.14% 0.18% -0.22% 0.25% 0.32% 0.02% 0.50% 0.17% 4.89%

2013 1.60% 0.63% -3.04% 0.04% 0.26% 0.46% 1.73% 0.36% 0.40% 1.19% 0.26% 0.25% 4.11%

2012 0.13% -0.33% 0.92% 1.53% 1.80% 2.87% 0.90% 0.91% 1.53% 1.94% -0.11% 0.44% 13.22%

2011 -0.56% -0.92% -0.90% -1.65% -1.40% -0.93% 0.38% -0.62% 0.03% 2.63% 2.04% 0.85% -1.14%

2010 3.90% -2.56% 0.37% 0.89% 1.63% 1.98% 0.66% 0.92% 1.27% 1.36% 0.28% -0.25% 10.83%

2009 0.86% 1.99% -0.13% 1.37% 1.56% 0.69% 2.13% 8.76%

出所：シュローダー、 2020年7月末時点。過去の運用実績は将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。コンポジットの詳細については、巻末のコンポジット・ディスクロ－ジャーを
ご覧ください。※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。
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シュローダー証券化商品運用

幅広い投資ユニバースを対象とする

世界のモーゲージ債 (MBS)、商業用モーゲージ債 (CMBS)、 その他証券化商品、および商業用不動産ローン
等を投資対象とし、伝統資産からプライベート・アセットまで、幅広いユニバースにおいて投資機会を追求

金利リスクを抑える

変動金利資産を中心とした保有により、金利リスクは抑制

他の債券セクターとの低相関

家計のクレジット・リスク等へのリスク配分により、伝統的な企業のクレジット・リスク(社債)等他の債券セクターとの
分散を実現

出所：シュローダー、2020年8月末時点。 ※巻末の「重要なお知らせ」をよくお読み下さい。

まとめ



重要なお知らせ
 本資料は、情報提供を目的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（以下「弊社」といいます。）が作成したものです。弊社あるいはシュローダー・グループが提供できる運用戦略をご紹介すること

を目的としており、いかなる有価証券の売買の申し込み、その他勧誘を目的とするものではありません。弊社はお客様との投資一任契約の締結という形態にて機関投資家のお客様に運用戦略をご提供させて頂き
ます。本資料において特定のファンドについて言及している場合は、弊社が当該ファンドについて設定・運用・販売等その運営に関する一切の行為を行うものでなく、弊社がお客様と投資一任契約を締結した際に、
投資判断者がその運用指図により投資を行う可能性のある運用対象の一つです。

 本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、
投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。

 本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありません。
 本資料に記載された特定のファンドに関する情報は、本資料でご紹介する運用戦略等を説明するための参考情報として記載したものであり、当該ファンドの募集その他勧誘を目的としたものではありません。
 本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証するものではありません。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。
 本資料中に個別銘柄についての言及がある場合は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。また当該銘柄の株価の上昇または下落

等を示唆するものでもありません。
 本資料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導出された結果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不確実性により変動し、将来の投資成果に影響を与える可能性

があります。これらの予測値は、本資料使用時点における情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変化するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、その結果予測値が大きく変動
する場合があります。シュローダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場状況の変化、予測モデルその他に関する変更や更新について情報提供を行う義務を有しません。

 本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供データはいかなる保証も提供いたしません。第三
者提供データに関して、本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。

 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。
 本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。

投資一任契約に関する重要事項
 本資料に記載されている特定のファンドに関する情報は、本資料でご紹介する運用戦略等を実現する際に投資一任契約口座にて投資対象となりうる有価証券を例示することを目的としたものであって、弊社が

当該ファンドの募集その他勧誘を目的としたものではありません。ご契約に際しては、必ず契約締結前書面をご熟読ください。
 【費用等について】弊社が投資運用業としてお客様に資産運用サービスをご提供する際には、運用報酬の他、組み入れ資産の売買手数料、保管費用等をお客様にご負担いただきます。運用報酬及びその他の

手数料、費用等は、契約の種類、契約資産残高、運用手法、及び運用状況等により異なるため、あらかじめその料率やその上限額等を表示することはできません。
 【リスクについて】 受託資産の運用には、組み入れ有価証券等の価格変動リスク（ファンド等かかる有価証券等がさらに組み入れている対象物の価格変動リスクも含みます）、金利や金融市場の相場の変動リ

スク、十分な流動性の下で取引が行えない市場流動性リスク、及び株式やその他の有価証券の発行体の信用リスク等の影響を受けます。また、外貨建ての資産は、為替変動リスクの影響も受けます。また、デリ
バティブ取引を利用する場合、取引開始時に差し入れた証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。また証拠金の額や算出方法は取引の内容等により異なるため、取引の額の当該証拠金の額に対す
る比率は表示することができません。従って、これらの影響により組入れ資産の価格が変動して損失を生じ、投資元本を毀損する可能性があります。受託資産の運用によって生じた損益はすべてお客様に帰属しま
す。

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 関東財務局長（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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会



コンポジット・ディスクロ－ジャー：L+200bps戦略コンポジット
– Definition of the Firm

The Firm is defined as all accounts managed by Schroder Investment Management in the US, UK, Switzerland, 
Singapore, Hong Kong, Japan and Australia by wholly owned subsidiaries of Schroders PLC. Accounts managed 
by Schroders Adveq are excluded, Schroders Adveq claims compliance separately. Assets managed against a 
liability driven mandate or invested in direct property are excluded from the GIPS Firm. Advisory portfolios 
signed to Schroders Investment Management 
Hong Kong (SIMHK) are also excluded from the GIPS Firm. On January 1, 2017 the Schroders Investment 
Management GIPS Firm (“the Firm") was formed following the merger of independent regional Schroders 
Investment Management (SIM) GIPS Firms defined based predominantly on location of the investment desk 
and held out to clients or prospective clients as the following distinct firms: combined London/New York/Zurich 
(SIMUK/US & SIMSAG respectively), Singapore (SIMSL), Hong Kong (SIMHK), Australia (SIMAL) and Japan 
(SIMJP). These Firms were merged as a result 
of the increasingly global nature of the business, details of previous firm mergers are available 
upon request.

– Composite Definition
Accounts included in the Schroder Enhanced Securitized USD LIBOR Composite seek to achieve returns above 3 
month USD LIBOR  or an equivalent benchmark by providing capital growth and income primarily through 
investment in securitized assets such as asset-backed securities and mortgage-backed securities. The accounts 
may invest in 
below investment grade securities.

– Composite Construction
The composite returns include all of the Firm’s separate accounts and commingled funds which are 
discretionary, fee paying, tax exempt, above $30 million and managed as described above. New accounts are 
included in the composite one full month after inception date to ensure the account has been fully invested. 
Terminated accounts are excluded from the composite at the end of the previous month. The composite's 
creation date is  October 31, 2016. The composite’s start date is September 31, 2007. 

– Performance Calculation
The composite returns include all of the Firm’s separate accounts and commingled funds which are 
discretionary, fee paying, tax exempt, above $30 million and managed as described above. New accounts are 
included in the composite one full month after inception date to ensure the account has been fully invested. 
Terminated accounts are excluded from the composite at the end of the previous month. The composite's 
creation date is October 31, 2016. The composite’s start date is September 31, 2007. Composite returns are 
presented as gross returns, including cash, reinvestment of dividends, interest and other income earned in the 
period and are calculated on a trade date basis after transaction charges (brokerage commissions). Each 
account's investment performance rate of return is calculated monthly in accordance with the 'time-weighted' 
rate of return method (Modified Dietz). Additional information regarding policies for valuing portfolios, 
calculating  and reporting returns is available upon request. The Currency of the Composite is USD. 
Withholding Tax treatment may vary from portfolio to portfolio within this composite. Performance results can 
be presented both net of fees and/or gross of fees. “Net of fees” performance results are net of management 
fee. Clients with accounts in the composite incur other expenses in connection with their accounts such as 
custody fees and other costs. Net returns have been calculated based upon the highest fee rate charged to 
each account in the composite.

– Fee Schedule
Returns are net of trading expenses but gross of custody fees and other costs. Net of fees returns have been 
calculated based upon the following schedules: Inception to Apr 30, 2017: asset weighted actual net returns for 
the underlying accounts From Apr 30, 2017: gross returns have been reduced by a model fee rate of 50 bps.

– Dispersion
Internal dispersion is calculated using asset weighted standard deviation of all portfolios where there are at 
least 5 portfolios that are included in the composite for the entire year.

– Leverage
None of the accounts in the Composite use leverage.

– GIPS Compliance and Verification
Schroder Investment Management ('the Firm') claims compliance with the Global Investment Performance 
Standards (GIPS®) and has prepared and presented this report in compliance with 
the GIPS standards. The Firm has been independently verified for the periods January 1, 1996 to December 31, 
2018. The verification report(s) is/are available upon request. Verification assesses whether (1) the Firm has 
complied with all the composite construction requirements of the GIPS standards on a firm-wide basis and (2) 
the Firm’s policies and procedures are designed to calculate and present performance in compliance with the 
GIPS standards. Verification does not ensure 
the accuracy of any specific composite presentation. A complete list of all composites and their descriptions is 
available upon request. Additional information regarding policies for calculating 
and reporting returns is available upon request.

– Additional Information
The exchange rates used are provided by WM. Each currency is valued at 4 pm on the last business day of the 
month. Additional information regarding policies for valuing portfolios, calculating and reporting returns and a 
description of all composites are available on request.

– Risk Statistics
Unavailability Standard Deviations for composite and its benchmark that have not been active or in existence 
for 3 years or more are not provided in the presentation.
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– Definition of the Firm
The Firm is defined as all accounts managed by Schroder Investment Management in the US, 
UK, Switzerland, Singapore, Hong Kong, Japan and Australia by wholly owned subsidiaries of 
Schroders PLC. Accounts managed by Schroders Adveq are excluded, Schroders Adveq claims 
compliance separately. Assets managed against a liability driven mandate or invested in direct 
property are excluded from the GIPS Firm. Advisory portfolios signed to Schroders Investment 
Management Hong Kong (SIMHK) are also excluded from the GIPS Firm. On January 1, 2017 the 
Schroders Investment Management GIPS Firm ('the Firm") was formed following the merger of 
independent regional Schroders Investment Management (SIM) GIPS Firms defined based 
predominantly on location of 
the investment desk and held out to clients or prospective clients as the following distinct firms: 
combined London/New York/Zurich (SIMUK/US & SIMSAG respectively), Singapore (SIMSL), Hong 
Kong (SIMHK), Australia (SIMAL) and Japan (SIMJP). These Firms were merged as a result of the 
increasingly global nature of the business, details of previous firm mergers are available upon 
request. On September 19, 2016, Schroder U.S. Holdings Inc., a subsidiary of Schroders plc, 
purchased a securitized products team from another manager, assets managed by the 
securitized products team are included in the Firm from December 31, 2016.

– Composite Definition
– Accounts included in the Schroder Enhanced Securitized USD LIBOR Composite seek to achieve 

returns above 3 month USD LIBOR  or an equivalent benchmark by providing capital growth 
and income primarily through investment in securitized assets such as asset-backed securities 
and mortgage-backed securities. The accounts may substantially invest in below investment 
grade securities

– Composite Construction
The composite returns include all of the Firm’s separate accounts and commingled funds which 
are discretionary, fee paying, tax exempt, above $30 million and managed as described above. 
New accounts are included in the composite one full month after inception date to ensure the 
account has been fully invested. Terminated accounts are excluded from the composite at the 
end 
of the previous month. The composite's creation date is October 31, 2016. The composite’s start 
date is August 31, 2009. 

– Performance Calculation
The composite returns include all of the Firm’s separate accounts and commingled funds which 
are discretionary, fee paying, tax exempt, above $30 million and managed as described above. 
New accounts are included in the composite one full month after inception date to ensure the 
account has been fully invested. Terminated accounts are excluded from the composite at the 
end of the previous month. The composite's creation date is  October 31, 2016. The composite’s 
start date is August 31, 2009. Composite returns are presented as gross returns, including cash, 

reinvestment of dividends, interest and other income earned in the period and are calculated on 
a trade date basis after transaction charges (brokerage commissions). Each account's 
investment performance rate  of return is calculated monthly in accordance with the 'time-
weighted' rate of return method (Modified Dietz). Additional information regarding policies for 
valuing portfolios, calculating  and reporting returns is available upon request. The Currency of 
the Composite is USD. Withholding Tax treatment may vary from portfolio to portfolio within this 
composite. Performance results can be presented both net of fees and/or gross of fees. “Net of 
fees” performance results are net of management fee. Clients with accounts in the composite 
incur other expenses in connection with their accounts such as custody fees and other costs. Net 
returns have been calculated based upon the highest fee rate charged to each account in the 
composite.

– Fee Schedule
Returns are net of trading expenses but gross of custody fees and other costs. Net of fees 
returns have been calculated based upon the gross returns and a model fee rate of 50 bps p.a.

– Dispersion
Internal dispersion is calculated using asset weighted standard deviation of all portfolios where 
there are at least 5 portfolios that are included in the composite for the entire year.

– GIPS Compliance and Verification
Schroder Investment Management ('the Firm') claims compliance with the Global Investment 
Performance Standards (GIPS®) and has prepared and presented this report in compliance with 
the GIPS standards. The Firm has been independently verified for the periods January 1, 1996 to  
December 31, 2018. The verification report(s) is/are available upon request. Verification assesses 
whether (1) the Firm has complied with all the composite construction requirements of the GIPS 
standards on a firm-wide basis and (2) the Firm’s policies and procedures are designed to 
calculate and present performance in compliance with the GIPS standards. Verification does not 
ensure 
the accuracy of any specific composite presentation. A complete list of all composites and their 
descriptions is available upon request. Additional information regarding policies for calculating 
and reporting returns is available upon request.

– Additional Information
The exchange rates used are provided by WM. Each currency is valued at 4 pm on the 
last business day of the month. Additional information regarding policies for valuing portfolios, 
calculating and reporting returns and a description of all composites are available on request.

– Risk Statistics
Unavailability Standard Deviations for composite and its benchmark that have not been active or 
in existence for 3 years or more are not provided in the presentation.
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コンポジット・ディスクロ－ジャー：L+350bps戦略コンポジット



ご視聴ありがとうございました。
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