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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 

2014年 4⽉ 25⽇ 
 

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 
 
 
 

「シュローダー・グローバル債券戦略ファンド」（毎⽉決算型） 

4⽉ 25⽇に新規設定 
 
 
 

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（本社：東京都千代⽥区、代表取締役社
⻑：ガイ・ヘンリキス）は、新たに追加型の債券ファンド「シュローダー・グローバル債券戦略ファンド」
（毎⽉決算型）A コース（為替ヘッジなし）／B コース（為替ヘッジあり）を、2014 年 4 ⽉ 25

⽇に設定しました。いずれのファンドも、同⽇から株式会社 SBI証券にて取り扱いを開始します。 

当ファンドは、主に世界の各種債券（国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、モ
ーゲージ債など）および通貨などに幅広く投資し、資産配分を柔軟に変更します。また、⾦利戦略、
通貨戦略、債券銘柄選択など、様々な運⽤戦略を活⽤し、⾦利⾒通しや市場環境に応じて、そ
れら運⽤戦略を適宜調整することで、⾦利上昇（債券価格の下落）や為替変動などによる価格
変動リスクの低減を図ります。 

当ファンドは投資対象の分散、運⽤戦略の分散に加えて、市場環境に合わせて投資⽐率の配分と
運⽤戦略を機動的に変更するといった、資産を「育てる」だけでなく、「守る」戦略を組み合わせて、
あらゆる市場環境で安定した運⽤成果を⽬指していきます。 

商品概要は、次のとおりです。 
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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。
（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 継続申込期間：平成26年4月25日から平成27年7月17日まで
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

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31年4月19日まで（平成26年4月25日設定）
決 算 日 原則毎月20日（休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配 年12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。

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。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（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。

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。

お申込みメモ

・上記は、2014年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
・少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
　NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれる
のは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

フ ァ ン ド の
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1.323％（税抜1.225％）。
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0.600％（税抜）
販売会社 年率0.600％（税抜）
受託会社 年率0.025％（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

当ファンド
◆法定書類の作成等に要する費用、監査費用等
　 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。

投資対象ファンド
◆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費用等
　 ファンドの純資産総額に対して年率0.07％程度を費用・手数料の精算にあてています。この料率は運用・管
理状況等によって変動することがあります。

※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。

mizunom
長方形
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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　三井住友信託銀行株式会社【信託財産の管理等】
販売会社　シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社のホームページ等でご確認ください。

（ホームページ　http://www.schroders.co.jp）

先進国国債：バークレイズ・グローバル国債（主要国）インデックス、新興国債券：JPモルガンEMBIプラス・インデックス、モーゲージ債：バークレ
イズ・グローバル総合（MBS）インデックス、ハイイールド社債：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、投資適格社債：バーク
レイズ・グローバル投資適格社債インデックス、グローバル総合債券：バークレイズ・グローバル総合債券インデックス、グローバル国債：バーク
レイズ・グローバル国債インデックス、米国ハイイールド社債：バークレイズ・米国ハイイールド社債インデックス
（出所：ブルームバーグ、JPモルガン、バークレイズ）

使用した指数一覧

お申込みに際してのご注意

ファンドの関係法人

●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。
●本資料中シュローダー/Schrodersとは、シュローダー plc.および同社が直接的または間接的に株式または持分の50%以上を保有する会社
等の法人を意味します。●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のものであり、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、信頼できると考えられる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あるいは保証するものではありません。●取得の申込みに当たっては、目論
見書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。

ファンドの仕組み

分配方針

※投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。

マザーファンド

シュローダー・
グローバル
債券戦略

マザーファンド

投資者
（受益者）

ベビーファンド

シュローダー・
グローバル

債券戦略ファンド
（毎月決算型）
Aコース

（為替ヘッジなし）

シュローダー・
グローバル

債券戦略ファンド
（毎月決算型）
Bコース

（為替ヘッジあり）

海外の債券等

世界の各種債券等

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
ストラテジック・ボンド
クラスJ投資証券

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
ユーロ・リクイディティ
クラスI投資証券

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
ドル・リクイディティ
クラスI投資証券

投資

損益
収益分配金
償還金
換金代金

申込金

収益分配金
償還金
換金代金

申込金
投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資

損益

原則毎月20日の決算時（休業日の場合は翌営業日）に、収益分配を行います。ただし、第1期から第6期までは分配を行いません。
● 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・市場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。
※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。

分配

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

分配分配分配分配分配 分配 分配 分配 分配 分配 分配

ファンドは、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・グローバル債券戦略ファンド（毎月決算型）Aコース（為替
ヘッジなし）／Bコース（為替ヘッジあり））とし、ベビーファンドの資金をマザーファンド（シュローダー・グローバル債券戦略マザー
ファンド）の受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行うファミリーファンド方式で運用を行います。また、マザー
ファンドを通じて複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。

mizunom
長方形

mizunom
長方形
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ファンドの主な投資リスク
基準価額の変動要因

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。

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。

・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、主に公社債等を実質的な投資対象としますので、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。

デリバティブへの投資に伴うリスク
金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎となる原資
産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっては、基礎とな
る原資産の価値以上に変動することがあります。また、取引相手の倒産などにより、当初の契約通りの取引
を実行できず損失を被るリスク、取引を決済する場合に反対売買ができなくなるリスク、理論価格よりも
大幅に不利な条件でしか反対売買ができなくなるリスクなどがあります。

※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。

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。

mizunom
テキストボックス
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収益分配金に関する留意事項

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金
　　　　　　　　　　　　 （特別分配金）の額だけ減少します。

 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）

（当初個別元本） 個別元本

投資者の
購入価額 分配金

支払後
基準価額

元本払戻金
（特別分配金）

（当初個別元本） 個別元本

投資者の
購入価額 分配金

支払後
基準価額

前期決算から基準価額が上昇した場合

10,500円

前期決算日 当期決算日
分配前

＊50円を取崩し＊分配対象額
500円

＊分配対象額
450円

当期決算日
分配後

10,550円

100円

10,450円
＊500円
（③＋④） ＊450円

（③＋④）

期中収益
（①＋②）
50円

＊50円

前期決算から基準価額が下落した場合

10,500円

前期決算日 当期決算日
分配前

＊80円を取崩し＊分配対象額
500円

＊分配対象額
420円

当期決算日
分配後

10,400円

10,300円

＊500円
（③＋④）

＊420円
（③＋④）

配当等収益
① 20円
＊80円

100円

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

投資信託で分配金が
支払われるイメージ 投資信託の純資産

分配金

※元本払戻金（特別分配金）
は実質的に元本の一部払
戻しとみなされ、その金
額だけ個別元本が減少し
ます。また、元本払戻金
（特別分配金）部分は非課
税扱いとなります。
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●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。

※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立
金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
分配準備積立金：期ごとに分配可能額を計算し、分配可能額から実際に分配した額を引いた額はそのまま信託財

産に組み入れられます。この額のことを分配準備積立金といいます。
収 益 調 整 金：新規の投資者がファンドを購入したことによって、既存の投資者が受け取れる分配金の額が薄

まることのないよう、投資信託財産を計理処理する際に使う特有の勘定科目のことです。
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