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シュローダー・アジア成⻑⽇本株オープン
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アジアで稼ぐ⽇本企業が好調
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⽇本企業の地域別対外直接投資の推移（図2）

出所：JETROのデータを基にシュローダー作成

⽇本企業の現地法⼈の地域別売上⾼（図1）

アジア、北⽶、欧州の分類は経済産業省に基づく
期間：2000年1-3⽉期〜2014年1-3⽉期（2014年1-3⽉期は速報値）
出所：経済産業省「海外現地法⼈四半期調査」（2014年6⽉25⽇公表）

な ぜ い ま
アジアなのか

⽇本企業によるM&Aの地域別件数（図3）

出所：レコフ「M&Aレポート2014」のデータを基にシュローダー作成
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中⻑期的な成⻑を実現するために、アジア進出を積極化させる⽇本
企業が増加しています。⽇本企業のアジア現地法⼈の地域別売上
⾼（図1）は、2006年7-9⽉期に北⽶を上回り、⾜元では特に中国
や東南アジア諸国連合（ASEAN）地域での増収がけん引し、堅調
に推移しています。
⾼い経済成⻑が⾒込まれるアジアは、有⼒なグローバル企業の参⼊
やローカル企業の台頭も著しく、最も競争が厳しい地域でもあります。
その中でも、現地のニーズをくみ取った商品を展開し、ブランド知名度
が上がった⼀部の⽇本企業に対する中間所得層の⽀持が広がってい
ます。また、アジアでは⼯場やインフラ建設が引き続き活発である⼀⽅、
⼈件費⾼騰から省⼒化、⾃動化が迫られており、⽇本企業が強みを
持つ⾼性能な制御機器や⼯作機械などの需要も⾼まっています。
タイの政治混乱がひとまず収束したことや、中国政府による景気刺
激策の効果が出てきているとの⾒⽅などを背景に、アジア新興国に対
する不安も後退しつつあります。

⾼い経済成⻑が⾒込まれるアジアで勝ち抜く⽇本企業1

収益⼒を取り戻しつつある⽇本企業は、アジアへの成⻑投資を加速
させています。2013年の⽇本企業の対アジア直接投資（図2）は、
ASEAN向けが前年⽐2倍強拡⼤しました。また、2013年の⽇本企
業によるアジア企業へのM&A（合併・買収）件数（図3）は202件
（前年189件）となり、過去最⾼に達しました。欧⽶や中国のM&A

が伸び悩む⼀⽅、ASEAN向けが活発化しており、中堅企業の間でも
インドネシアやシンガポールなどの成⻑市場に⾜場を築く企業活動が
拡⼤しています。

M&A以外にも、アジアに着⽬した⽣産拠点や店舗、現地法⼈を設
⽴する動きも広がっています。こうした動きの背景には、⼈⼝の減少が
続く国内市場は中⻑期的な成⻑が望みにくいことが挙げられます。潤
沢な⼿元資⾦に加えて株⾼も追い⾵となり、⽇本企業がより⾼い成
⻑を求め、アジア市場で事業基盤を固める動きが、今後さらに拡⼤す
ると予想されます。

アジアで成⻑投資を加速2
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リサーチ⼒を活かした銘柄選択が奏功
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フ ァ ン ド の
運 ⽤ 状 況

設定来のパフォーマンス推移（2010年5⽉27⽇（設定⽇前⽇）〜2014年6⽉末現在）

*分配⾦実績は、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。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。
分配⾦込みの基準価額は、税引前分配⾦を再投資した場合のものです。設定⽇前⽇を10,000として指数化。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。基準価額は信託報酬控除後の価額です。設定来騰落率は設定⽇前⽇との⽐較です。

（2014年6⽉末現在） 1カ⽉ 3カ⽉ 6カ⽉ 1年 3年 設定来
ファンドの騰落率 6.50% 8.39% 2.73% 20.66% 62.68% 82.14%
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*マザーファンドベース、キャッシュなどは含みません。

中⼩型株式
組⼊⽐率

優れた国際競争⼒を持つ企業への集中投資がパフォーマンスをけん引
■「シュローダー・アジア成⻑⽇本株オープン」の良好なパフォーマンスを⽀える要因
設定⽇から2014年6⽉末までの期間、参考指標であるTOPIX（配当込み）が58.6％上昇した⼀⽅、当ファンドは82.14％（分配
⾦再投資ベース）と⼤きく上回っています。徹底したボトムアップ調査に基づき、アジアで事業拡⼤が⾒込まれ、強い国際競争⼒を持
つ企業を選別して集中投資を⾏った結果、投資をした銘柄が市場予想を上回る業績を達成していることが、運⽤成果につながってい
ます。また、寄与度上位銘柄の多くは中⼩型株式となっており、市場の⾮効率性の⾼い中⼩型株式銘柄もカバーするリサーチの強み
を活かした運⽤体制がパフォーマンスに⼤きく貢献しています。

ファンドマネジャーの視点

■今後の⾒通しと運⽤⽅針
⽇本株式市場は、企業業績の改善が⽀援材料になると⾒ています。中⻑期的な上昇期待を⾼める要素として、今後の新成⻑戦略
の具体化や企業の資本政策の変化が注⽬されます。国内の消費増税の影響や、円安などで原材料価格も上昇傾向にあることから、
価格転嫁⼒による企業間の業績格差はより鮮明になると⾒ています。
こうした投資環境下、当ファンドはしっかりと売上を伸ばしていくための国際競争⼒を持ち、2014年度以降の業績上振れ余地が⾼く、
株価が⾒直される余地の⼤きい銘柄への投資⽐率を⾼めています。また、国際競争⼒は評価できるものの、将来の成⻑に向けた投
資や事業構造改⾰などのコストが先⾏して業績改善が遅れている銘柄についても、株価リターンを挽回するチャンスが⼤きいと考えます。

■アジアで活躍する⽇本企業で注⽬しているセクター
今後アジアでの需要拡⼤が期待される設備投資や社会インフラ関連では、割安感のある専⾨性の⾼い機械
関連の中⼩型株式や、総合電機関連で業績拡⼤が⾒込まれる銘柄を選好しています。また、トラックなどの
商⽤⾞、建設・鉱⼭機械、タイヤ関連などの銘柄は、競争優位性や収益⼒が⾒直される余地があることから
注⽬しています。

前⽥正吾
取締役⽇本株式運⽤統括

ポートフォリオの時価総額別配分*
組⼊銘柄数：32銘柄
（2014年6⽉末現在）
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分配⾦再投資基準価額

TOPIX (配当込み)(ご参考)

分配⾦実績*（1万⼝当たり、税引前）
第4期(2012年3⽉12⽇) 0円
第5期(2012年9⽉10⽇) 0円
第6期(2013年3⽉11⽇) 1,000円
第7期(2013年9⽉10⽇) 0円
第8期(2014年3⽉10⽇) 200円
設定来累計 2,200円
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アジア成⻑⽇本企業の魅⼒
必ずしも現時点でアジアにおける売上や利益の構成⽐が⾼くなくとも、今後3年〜5年でアジア*での収益が企業全体の成⻑を
けん引すると期待される、⽇本企業の株式に注⽬します。
*中国、インド、ASEAN主要国（タイ、インドネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシアなど）、主要新興⼯業経済地域（NIEs：韓国、台湾、⾹港など）

3

アジアの成⻑⼒を取り込む⽇本企業を厳選

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
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上記の分野に必ずしも投資するとは限りません。また、このほかの分野に投資
する場合もあります。組⼊上位銘柄はベビーファンドベースです。組⼊上位銘
柄の投資⽐率は、マザーファンドの投資⽐率と当ファンドが保有するマザーファ
ンド⽐率より算出しています。個別銘柄は銘柄選択の考え⽅に関する具体
例の提⽰のみを⽬的としており、推奨もしくは当該銘柄の株価の上昇・下落
を⽰唆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、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するものではありません。

シュローダー・アジア成⻑⽇本株オープン
追加型投信／国内／株式 ⾃動けいぞく投資可能

臨時レポート

ファンドの組⼊上位10銘柄（2014年6⽉末現在）
投資分野 銘柄名 業種 投資⽐率

1 消費関連 セイコーエプソン 電気機器 4.1%

2
設備投資・
インフラ関連 東芝テック 電気機器 3.8%

3
資源・
環境関連 三井物産 卸売業 3.7%

4
設備投資・
インフラ関連 東芝 電気機器 3.5%

5
設備投資・
インフラ関連 オムロン 電気機器 3.5%

6
資源・
環境関連 伊藤忠商事 卸売業 3.5%

7 消費関連 藤森⼯業 化学 3.5%

8 消費関連 エービーシー・マート ⼩売業 3.4%

9
設備投資・
インフラ関連 ⽇本光電⼯業 電気機器 3.4%

10 消費関連 トヨタ⾃動⾞ 輸送⽤機器 3.4%

フ ァ ン ド の
強 み

ブランド⼒・競争⼒のある⾼品質の
商品・サービス
（⾃動⾞、医薬品、化粧品など）

消費関連

⾼性能・⾼品質の機械・精密部品
（⼯作機械、重機など）

設備投資・
インフラ関連

先進技術・⾼付加価値の素材、
省資源・環境関連機器
（鉄鋼製品など）

資 源・
環境関連

⽇本企業が競争⼒を持つ主な分野（例）

現地調査を基盤とするシュローダーの運⽤体制
⽇本株式ファンドマネジャーおよびアナリストが⾃らアジア市場を訪問し、現地での調査（フィールドワーク）を⾏い、グローバルな
視点で⽇本企業を分析します。

上記運⽤体制および運⽤プロセスなどは、今後変更される場合があります。

国内の⽇本株式運⽤担当者とアジア拠点網との綿密な連携体制 当ファンドの運⽤プロセス

1

２

※アジア成⻑⽇本株リストとは、シュローダー⽇本株運⽤チームが銘柄調査をもとに、
アジア市場での成⻑機会への確信度に応じて独⾃に抽出した銘柄群を指します。
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ファンドの特⾊

市場環境などの制約により、上記のとおり運⽤を⾏うことができない場合があります。

拡⼤するアジア*市場での成⻑機会をとらえると期待される⽇本企業（「アジア成⻑⽇本企業」といいます）の株式を実質的な
主要投資対象とし、中⻑期的な信託財産の成⻑を⽬指します。
*中国、インド、ASEAN主要国（タイ、インドネシア、シンガポール、フィリピン、マレーシアなど）、主要新興⼯業経済地域（NIEs：韓国、台湾、⾹港など）

1

成⻑著しいアジアで需要の増加が期待される、⾼品質・⾼付加価値の製品・サービスに強い競争⼒があると考えられる
⽇本企業の株式を選定します。2

⽇本株式運⽤の豊富な経験とリサーチ⼒に定評のあるシュローダー・インベストメント・マネジメントが、ファンドの運⽤を
⾏います。3
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ファンドの主なリスクおよび留意点

組⼊株式の価格変動リスク、信⽤リスク
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。
※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（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、主に国内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、外貨
建資産に投資する場合には、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、投資者のみなさまの投資元本は保証
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。



過去の運⽤実績、ポートフォリオ状況、データ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

お申込みメモ／ファンドの費⽤／ファンドの関係法⼈

販売⽤資料 2014年7⽉

シュローダー・アジア成⻑⽇本株オープン
追加型投信／国内／株式 ⾃動けいぞく投資可能

臨時レポート

お申込みメモ

信託期間 平成32年3⽉10⽇まで（平成22年5⽉28⽇設定）
なお、受益権⼝数が10億⼝を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。

購⼊単位
みずほ証券でお申し込みの場合
（⼀般コースの場合） 1万⼝以上1⼝単位または1万円以上1円単位
（⾃動けいぞく投資コースの場合） 1万円以上1円単位

購⼊価額 購⼊申込⽇の基準価額（当初元本1⼝=1円）
購⼊代⾦ 原則として購⼊申込⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いください。

換⾦単位
みずほ証券でお申し込みの場合
（⼀般コースの場合） 1⼝以上1⼝単位
（⾃動けいぞく投資コースの場合） 1⼝以上1⼝単位

換⾦価額 換⾦申込⽇の基準価額
換⾦代⾦ 原則として換⾦申込⽇から起算して5営業⽇⽬から販売会社にてお⽀払いします。

換⾦制限
ファンドの資⾦管理を円滑に⾏うため、1⽇1件あたり20億円を越える換⾦の申し込みは⾏えません。なお、1⽇1件
あたり10億円を超える換⾦の申込みは正午までとします。この他に、別途、⼤⼝換⾦には制限を設ける場合があり
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。

決算⽇および収益分配
原則3⽉、9⽉の各10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に基準価額⽔準、市況動向等を勘案して分配します 。
なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を⾏わない場合があります。
※「⼀般コース」を選択した場合は、分配⾦は決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いを開始します。
※「⾃動けいぞく投資コース」を選択した場合は、分配⾦は税引き後、⾃動的に再投資されます。

課税関係
普通分配⾦、換⾦時の値上がり益、償還差益には、税⾦が課せられます。ファンドは、課税上は株式投資信託と
して取り扱われます。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。税⾦の取り扱いの
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。

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

みずほ証券でお申し込みの場合、⼿数料率は購⼊⾦額に応じ以下の通りです。
1,000万円未満 ・・・ 3.24% （税抜3.00%）
1,000万円以上5,000万円未満 ・・・ 2.70% （税抜2.50%）
5,000万円以上1億円未満 ・・・ 2.16% （税抜2.00%）
1億円以上10億円未満 ・・・ 1.08% （税抜1.00%）
10億円以上 ・・・ 0.54% （税抜0.50%）

信託財産留保額 ありません。
換⾦時⼿数料 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1.566% （税抜1.450%）

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。

※上記の合計額は、投資者のみなさま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 [設定・運⽤等]

受託会社 みずほ信託銀⾏株式会社
（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀⾏株式会社）[信託財産の管理等]

販売会社 みずほ証券株式会社 [募集の取り扱い等]

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。


