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2周年レポート ～安定的なパフォーマンス～ 

2019年4月で運用開始から2周年 

シュローダーYENターゲットは、 

おかげさまで2019年4月で運用開始から2年を迎えました。  

これに合わせ、ファンドのこれまでとこれからをテーマに                                                          
運用経過と今後の見通しについてご報告いたします。 

リスクオン環境での積極的な投資行動 

当レポートの構成 

2017年4月5日 

ファンドの設定日 

2018年4月5日 

1周年 

2019年4月5日 

2周年 

1 2 Start 

リスクオフ環境での適切な対応 

安定感を示すパフォーマンス 

2019年の春は値上げラッシュ。どうやってお金を守る？ 番外編 

2017年 

2018年 

中長期の収益目標を上回る運用実績 

運用状況と今後の見通し 

2019年 
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販売用資料 

リスクオン環境での積極的な投資行動 

設定来の分配金再投資基準価額の推移（2017年4月5日（設定日）～2019年4月26日） 

2017年 

ファンドの設定日（2017年4月5日）から2018年1月末にかけて、基準価額は安定的に上昇しました。この 

背景には、世界的に株式やハイイールド社債が堅調に推移するなか、株式やハイイールド社債の比率を高位に 

維持したことや、債券の選別投資などの理由が挙げられます。 

 上昇の背景：株式の比率を高位に維持 
ファンドの設定日以降、良好な企業業績や経済指標を背景に堅調な株式やハイイールド社債市場の動向を 

受けて、比率を高位に維持しました。 

 安定感の背景：効果的な債券への分散投資 
債券を組み入れることで株式等に対する分散効果があり、安定的な
運用が期待できるため、以下の点に注意しながら選別的に債券への

投資を行ってきました。 
• 金利上昇への備え 
想定される金利上昇に備え、先進国国債の比率を低位としたほか、金利上
昇に備えたポートフォリオ（金利上昇によるポートフォリオのマイナスの影響を
低下）としました。また、先進国国債ではなく、企業業績や経済ファンダメン 

タルズ（基礎的条件）が良好で、割安感が強いハイイールド社債や新興国 

債券の比率を増やしました。 

• インフレへの備え 
想定されるインフレに備えてインフレ連動債を組み入れました。 

2017年の資産配分比率の推移（2017年4月末～2017年12月末） 
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2017年4月末 2017年6月末 2017年8月末 2017年10月末 2017年12月末 

株式は上限（30％）近くまでの組入れを継続 

2017年末の 

債券の組入比率の内訳＊ 
比率 

グローバル社債 3.5% 

米国国債 11.6% 

欧州圏国債 -2.6% 

日本国債 3.4% 

その他国債 9.2% 

新興国／アジア（除く日本）債券 16.9% 

ハイイールド社債 3.3% 

インフレ連動債 6.8% 

債券合計 52.0% 

（円） 

2018年1月末にかけて 

堅調に推移するYENターゲット 

2019年5月 

出所：シュローダー。＊ 先物、オプション等による実質的な資産配分比率です。先物、オプション等の売り 

によりマイナスになることがあります。※その他の注記については巻末をご覧ください。上記は過去の実績をご紹
介するものであり、市場動向によっては上記が機能しないことがあり、収益を保証するものではなく、また、基準
価額の下落リスクを必ずしも抑制できるものではありません。 

2周年レポート ～安定的なパフォーマンス～ 
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リスクオフ環境での適切な対応 
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販売用資料 

2018年 

 機動的な対応1：株式市場の下落と金利の上昇が見られた市場環境（2018年2月） 
米国の長期金利が上昇し世界的に株式等が調整するなか、以下の対応を行いました。 

• リスク資産である株式やハイイール社債の比率を減らしました 。 

• 金利上昇時なので債券の金利感応度（金利上昇による基準価額へのマイナスの影響）を下げました。 

• 金利上昇観測下のリスクオフ環境では債券に退避できないため、キャッシュ等の比率を増やしました。 

2018年2月以降、株式市場を中心に変動性が高い市場環境となり、金利も上昇局面にあるなか、基準価額
は下落する結果となりました。ファンドではその誘因を分析し市場環境に合わせた機動的な対応を取ることで、 

基準価額へのマイナスの影響を軽減にするように努めました。 

ポートフォリオのデュレーション 

（金利感応度）の変化 

2017年12月末 2.2年 

2018年2月末 1.7年 

金利上昇観測時の資産配分比率 

感応度を下げる 
29.2% 28.8% 25.0% 

52.0% 49.3% 46.4% 

16.7% 17.2% 24.1% 

0%

50%

100%キャッシュ等 

代替資産 

債券 

株式 

2017年12月末 2018年1月末 2018年2月末 

 機動的な対応2：株式市場の下落と金利の低下が見られた市場環境（2018年10月） 

世界的に株式等が調整し米国の長期金利も低下するなか、以下の対応を行いました。 

• リスク資産である株式の比率を減らしました 。 

• 既に上昇していた金利は今後のリスクオフ環境で低下が見込まれるので債券の比率を増やし、金利感応度（金利
低下による基準価額へのプラスの影響）を上げました。 

ポートフォリオのデュレーション 

（金利感応度）の変化 

2018年9月末 1.6年 

2018年12月末 3.3年 

景気減速懸念時の資産配分比率 

感応度を上げる 

24.3% 18.9% 23.0% 20.3% 

41.0% 55.0% 
65.7% 66.2% 
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株式やハイイールド社債を減らし 

キャッシュ等を増やす 

ハイイールド 

社債3.3％ 

ハイイールド 

社債2.9％ 
ハイイールド 

社債0％ 

（円） 

2018年12月末まで 

 市場下落の影響を軽微に抑えた
パフォーマンスを⽰すYENターゲット 

2019年5月 

出所：シュローダー。※注記については巻末をご覧ください。上記は過去の実績をご紹介するものであり、市場動向によっては上記が機能しないことがあり、収益を保証するも
のではなく、また、基準価額の下落リスクを必ずしも抑制できるものではありません。 

設定来の分配金再投資基準価額の推移（2017年4月5日（設定日）～2019年4月26日） 

2周年レポート ～安定的なパフォーマンス～ 
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安定感を示すパフォーマンス 
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販売用資料 

2019年 

2019年に入り、米中貿易摩擦問題や世界経済の減速懸念が一旦後退したことから世界的に株式が堅調に
推移するなか、ファンドの基準価額も主に株式がプラスの要因となり、堅調に推移しています。また、ファンドは、

2018年後半から足元にかけ、同カテゴリーファンドとの比較において市場下落時に下値抵抗力をみせ、安定的 

に推移しています。 

YENターゲットと同カテゴリーファンドの基準価額推移 
（2018年9月28日～2019年4月26日、2018年9月28日＝10,000として指数化） 

YENターゲット 

同カテゴリーファンドC 

同カテゴリーファンドE 

同カテゴリーファンドD 

同カテゴリーファンドA 

同カテゴリーファンドB 

同カテゴリーファンドの中でも 

パフォーマンスの安定感を⽰す 

YENターゲット 

 2019年以降の投資行動 
• 慎重な株式比率の引き上げ 

 株式の中では、地域別に評価の高い米国の比率を増やしました。また、2019年に入り、企業のファンダメンタル
ズ（基礎的条件）は良好ながら、金融市場の変動性が高まる展開が予想されたため、オプション（将来時点
においてあらかじめ決められた価格で資産を取引する権利）を用いて慎重に株式の比率を増やしました。 

オプションを用いることで、リスクオフ環境においていち早く株式の実質的な比率を調整し、ダウンサイドリスクの 

抑制に役立つと考えます。（株式の比率：20％（2018年12月末）→25％（2019年4月末）） 

• 債券の機動的な投資行動 

 2018年末までのリスクオフ環境で国債金利は過度に低下したとの判断から、2019年初に利益確定の目的で米
国債券の比率を減らし（一部売却）ました。その後、再度金利が小幅に上昇したことから、分散効果を期待し
米国債券の比率を増やしました。その後、3月末にかけて金利が再び低下したことから、再度利益確定の目的で
米国債券の比率を減らし（一部売却）、変動性の高い市場環境下での機動的な投資行動によりリターンの 

積み上げを行いました。 

（円） 

出所：Morningstar Direct、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。※同カテゴリーファンド：Morningstar Directのデータを基に日本国内で販売される追加型公
募株式投資信託のうちYENターゲットと同カテゴリーファンド（日本 オープン・エンド  - アロケーション・TAA型/投資地域：グローバル）の純資産総額上位5ファンドを選択
（2019年5月15日現在）。分配金再投資基準価額を使用。上記の同カテゴリーファンドとの比較は当ファンドの特色をご理解いただく一助として記載しております。当ファン
ドと同カテゴリーファンドでは商品性・運用目標・リスク水準・投資対象等が一致するものではなく、上記の比較のみをもって各ファンドの優劣を⽰すものではありません。上記は
過去の実績をご紹介するものであり、市場動向によっては上記が機能しないことがあり、収益を保証するものではなく、また、基準価額の下落リスクを必ずしも抑制できるもの
ではありません。 

2019年5月 

設定来の分配金再投資基準価額の推移（2017年4月5日（設定日）～2019年4月26日） 

2周年レポート ～安定的なパフォーマンス～ 

2019年4月末にかけて 

 堅調に推移するYENターゲット 
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※上記の運用方針は本資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更となる場合があります。 

販売用資料 

運用状況と今後の見通し 

2019年5月 

2周年レポート ～安定的なパフォーマンス～ 

2018年12月末以降、それまで見られた市場参加者の景気の先行きに対する過度な悲観論からの反転が 

見られたことや主要国の政府や中央銀行による景気刺激策や金融緩和策等が⽰唆されたことを受け、リスク 

オン環境が継続しています。ファンドでは、以下の各資産に対する見通しを反映して、リスクが比較的高い 

株式や社債等の比率を慎重に増やしています。 

ただし、世界的に景気サイクルも後期にあり、市場のニュース等を受けて急速にリスクオフ環境が再来する可能性

もあると考えており、こうしたことに対してもポートフォリオのドローダウン（最大資産からの下落率）が軽微になる

よう様々な予防策を立てています。例えば、短期的に世界景気が減速する兆候が高まった場合、国債がヘッジ 

機能を果たすと期待されることから一部組入れを行っているほか、2019年4月末時点において、株式については

上記の通り、オプション（将来時点においてあらかじめ決められた価格で資産を取引する権利）を組み入れ 

ました。これにより、5月に見られたリスクオフ環境では、ポートフォリオのリスク資産の比率を自動的に減らし、 

ポートフォリオ全体のドローダウンを抑える効果があったと考えています。 

ファンドでは、引き続き、長期的な視点から収益獲得が見込める機会を追求すると同時に、機動的な資産配分

によって下落リスクの抑制に注力していく方針です。 

資産別の今後の見通し（2019年4月現在） 

株式 

［見通し］やや強気 

中央銀行が緩和姿勢を強めたことに加え、業績モメンタム（勢い）に改善がみられる 

• 米国：米連邦準備理事会（FRB）の緩和姿勢と業績モメンタムの改善が見られるためやや強気 

• 欧州：業績見通しは改善も、経済指標の低迷が続いているためやや弱気 

• 新興国：株価モメンタムおよび業績モメンタム両方の改善がみられているためやや強気 

国債 

［見通し］中立 

バリュエーション（投資価値評価）では依然割高な水準だが、モメンタムは引き続き堅調 

• 米国：FRBによる緩和姿勢は追い風であるものの、バリュエーションが割高な水準にあるためやや弱気 

• 欧州（ドイツ国債）：欧州中央銀行（ECB）による緩和姿勢が支援材料だが、金利には概ね織り込まれている

ため中立 

社債 

［見通し］やや強気 

年初より社債市場は上昇しバリュエーションの魅力度は低下 

一方、中央銀行による緩和姿勢は企業にとって追い風。選別的な投資機会が存在 

• 投資適格社債：米国は財務の質の低下が懸念され、バリュエーションでも割高感が高まっているためやや弱気 

欧州はECBの緩和姿勢を背景に、今後も金利は低水準で推移することがプラスと考えられ、強気の見通しを維持 

• ハイイールド社債：米国は企業のインタレスト・カバレッジ（企業の利払い能力）レシオが高水準であることや、社債

スプレッド（利回り格差）が安定的に推移していることは下支え材料であるものの、バリュエーションが割高な水準に

あるため中立。欧州は足元の見通しは強弱材料が入り混じっているものの、過去の水準と比較してバリュエーションは

魅力的であるためやや強気 

 

コモディ 

ティ 

［見通し］中立 

景気減速懸念が重しであるものの景気後退の可能性は低位 

• エネルギー：需要は減退の可能性があるものの、供給は安定的に推移しており中立 

• 産業用金属：年初来総じて安定的に推移、モメンタムの継続が見込まれるため中立 

• 金：景気減速懸念が存在するも、ドル高の可能性があると考えられることから中立 
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販売用資料 

中長期の収益目標を上回る運用実績 

シュローダーYENターゲットと同じ運用チームが運用する類似ファンド＊1は10年以上におよぶ運用実績を持ちま

す。類似ファンドは、世界的に市場環境が不安定ななかでも中長期の収益目標を上回る安定的な運用実績

を残しています。 

［ご参考］ 類似ファンドの運用実績と収益目標の推移（2008年11月末～2019年4月末、円ベース） 

出所：シュローダー、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。＊1 Schroder International Selection Fund - Japan DGF I share class（ルクセンブルグ籍、運
用報酬控除前、円ベース、運用開始日：2008年12月1日）、当ファンドと運用目標とリスク水準が同一で、投資対象が完全には一致しない戦略で運用するファンド、
2008年11月末＝100として算出。＊2 類似運用戦略：当ファンドと同じ運用チームが運用を行う戦略で、投資対象、運用目標、リスク水準が当ファンドと完全には一致し
ない戦略を含む。上記は類似ファンドの運用実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。イラストはイメージです。 

ファンドの魅力 

中長期の収益目標 

シュローダーYENターゲットは、中長期（おおむね3年～5年）で 

日本の短期金利を年率4％程度上回る収益の獲得を目指します。 

ファンドの魅力 

法人投資家からの信頼 

日本円TIBOR（3ヵ月） 

［ご参考］0.06909％（2019年4月末現在） 

類似ファンドは安定運用を望む国内の法人投資家（大手金融機

関、年金基金など）から支持されています。収益目標を掲げ、 

しっかりと実績を上げていることなどが評価されています。 

［ご参考］国内の法人投資家向け類似運用戦略＊2の運用資産総額の推移 

117億円 
624億円 

3,191億円 

2019年5月 
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ギリシャ債務 

問題の再燃 

バーナンキ 

ショック 
中国景気の 

減速懸念 

英国のEU 

離脱決定 

米国のインフレ懸念 

金利上昇観測 

景気減速 

懸念の広がり 

リターン（年率） 5.1％ 

リスク（価格変動、年率） 4.1％ 

類似ファンド 



7 
本資料のデータ、運用実績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。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

販売用資料 

2019年の春は 

値上げ 

ラッシュ 2019年3月以降に値上げをしたモノやサービスの例（値上げ予定も含む、税抜） 

2018年末くらいから身近なモノやサービスの値上げが相次いで発表され、2019年3月

から本格的な値上げラッシュがスタートしています。この背景には原材料価格の高騰や

人件費、物流費の上昇などがあります。 

アイスクリーム（6本入り） 

420円   450円 

かけうどん（小） 

130円   162円 

値上げ 

ラッシュ 
からお金を 

守るには？ 

モノやサービスの値上げはお金の価値の目減りにつながります。例えば、これまで100万

円だった車が値上がりし、103万円になったとします。そうなると以前よりたくさんのお金を

出さないと同じモノが買えなくなるため、お金の価値が下がったという状況になるからです。 

こういった値上げからお金を守るには、長期投資できて安定的な収益を生み出す資産

への投資が適していると考えられます。 

貯蓄の2,000万円から毎月13万円を65歳から取り崩したと仮定すると、年率4％で運用した場合は運用

しなかった場合と比べて、5年もお金の寿命が長くなることがシミュレーション上で試算されます。 

出所：各社、報道発表資料、厚生労働省「平成29年版厚生労働白書」のデータを基にシュローダー作成。※2019年4月末現在。値上げは実際の価格を必ずしも⽰して
いるわけではありません。また、一例を⽰しており、該当のすべてのモノやサービスが値上げをするわけではありません。貯蓄は高齢世代（世代主が60歳以上、2人以上世
帯）の金融資産額の平均約2,000万円を使用。シミュレーションは一定の条件に基づいて算出した仮想の結果であり、実際の運用に基づく結果ではありません。現実には
必ずしも上記と同様の結果が得られるとは限りません。運用した場合の取引コストや税金等は考慮していません。イラストはイメージです。 

映画館入場料金（一般） 

1,800円   1,900円 

英語の検定料（2級、公開会場） 

5,800円   6,500円 

貯蓄の2,000万円から毎月13万円を取り崩した場合のシミュレーション（65歳以降） 

2019年5月 
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サバの缶詰（1缶） 

273円   300円 
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投資リスク 

販売用資料 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2019年5月 

2周年レポート ～安定的なパフォーマンス～ 
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シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

投資リスク 

販売用資料 

2019年5月 
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お申込みメモ 

ファンドの費用 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

販売用資料 

2019年5月 

2周年レポート ～安定的なパフォーマンス～ 
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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：三井住友信託銀行株式会社  ［信託財産の管理等］        

販売会社：販売会社については、下記ご参照（五十音順）。  ［募集の取扱い等］ 

（2019年4月末現在） 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

※当資料における中長期の収益目標は、中長期（おおむね3年～5年）を想定した場合の目標水準（年率、信託報酬控除前）であり、単年で達成することを
保証する運用ではありません。市場環境によっては損失が発生する可能性があります。類似ファンド/類似運用戦略は、当ファンドの運用実績/運用資産総額では
ありません。また、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。 

 

※使用しているファンドの基準価額はシュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型）の分配金再投資基準価額、分配金再投資基準価額は税引
前分配金を再投資した場合の基準価額、基準価額は信託報酬控除後の値です。資産配分比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。資産配分比率
のその他国債はカナダ国債、ニュージーランド国債等を指します。ハイイールド社債は一部、投資適格未満の格付の国債を含むことがあります。その他は代替資産（商
品、不動産、インフラ等）等を指します。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。デュレーションは保有資産のデュレーションをもとに加重
平均で算出しています。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。当資料内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。シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型）は、
「シュローダーYENターゲット」」または「ファンド」または「当ファンド」と表記する場合があります。 

 

お申込みに際してのご注意等 

本資料は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が設定した投資信託に関する商品説明資料であり、法令に基づく開⽰書
類ではありません。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。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。 

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。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。CMP00719 

販売用資料 

2019年5月 

1

年

決

算

型

年

2

回

決

算

型

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

○ ○ 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

○ ○ 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

○ ○ 岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

○ カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

○ ○ 髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○

○ ○ 株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39号 ○ ○

○ ○ フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○

○ ○ 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

○ ○ マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

○ ○ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

○ ○ ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

金融商品取引業者等の名称

取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会について○で記しております。
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