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ファンドの運用状況と今後の見通し

2020年に入り、新型コロナウイルスの問題が拡大する中、2月中旬以降、徐々に新型コロナウイルスの問題が
中国以外でも拡大したことを受けて急速に市場参加者のリスク回避姿勢が強まり、世界の株式市場では変動
制の高い市場環境が継続しています。また、3月上旬には急速に円高が進む局面もありました。

こうしたなか、シュローダーYENターゲット（1年決算型）の基準価額は、3月19日現在で9,556円となっており、
2020年2月20日につけた設定来最高値（10,565円）から、1,009円（－9.6％）下落しています。しかし、
先の市場環境を見通した適切かつ機動的な投資行動により、他の資産と比較すると相対的に下落幅は
軽微に抑えられています。

当レポートのポイント

新型コロナウイルスの問題が拡大し、変動性の高い市場環境が継続しています。こうしたなか、市場下落の
影響を受けてファンドの基準価額は下落していますが、市場環境に合わせた適切かつ機動的な投資行動に
より、その影響を相対的に軽微に抑えています。足元では、キャッシュ等の組入比率を高めることで、変動性
の高い市場環境下における基準価額の下落抑制に努めています。

設定来の基準価額の推移（2017年4月5日（設定日）～2020年3月19日、1年決算型の基準価額）

ファンドの運用状況 ～相対的に市場下落の影響を軽微に抑えた～

YENターゲットと各資産の騰落率（2020年2月20日～2020年3月19日、円ベース）

※注記については2ページをご覧ください。
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ファンドの運用状況と今後の見通し

市場環境に合わせた適切な投資行動 ～キャッシュ等の比率を高めスタンバイの姿勢に～

2020年3月

2019年12 月にかけて、米中貿易摩擦問題が進展し、世界経済に対する不透明感が解消される兆しが見え
る中 、ファンドは徐々に株式の比率を高めたことで株式市場の上昇に追随することができ、基準価額は良好に
推移していました。

しかし、2020 年に入り、新型コロナウイルスの問題により市場環境が流動的に変化する中、ファンドでは基準価
額の上昇と下落抑制に努める投資行動を行っています。

【1月中旬まで：リスクオンの市場環境】

株式やハイイールド社債の組入比率を高位とし 、基準価額の上昇に寄与しました。

【1月中旬以降：今後のリスクオフが懸念される市場環境】

取引にかかるコストが低位である間にプットオプション（株式の下落に対するヘッジの取引）を順次組み入れ、ま
た、日本円の組入比率を引き上げました（91.7%（2019年12月末）→ 111.1%（2020年3月16日））。

【2月下旬から3月上旬：リスクオフの投資環境】

プットオプションを組み入れていたことで、株式の組入比率を引き下げ、株式の下落に対するヘッジが機能しまし
た。また、日本円の組入比率を高位（オーバーヘッジ）にしていたことで 、円高局面における基準価額の安定
化（オーバーヘッジ部分は収益化）につながりました。さらに、キャッシュ等の組入比率を高めることで、変動性の
高い市場環境下における基準価額の下落抑制に努めています。

ファンドでは引き続き市場環境を注視し、市場環境に合わせた適切かつ機動的な投資行動によって基準価額
の下落抑制に注力しつつ、長期的な視点から収益獲得が見込める機会を追求する方針です。

各市場環境における資産配分比率

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。※基準価額は信託報酬控除後の値です。設定来、分配実績はありません。日本株式：東証株
価指数（TOPIX）、世界株式：MSCIワールド・インデックス、米国株式：S&P500種指数、米国リート：MSCI米国REITインデックス、すべてトータルリターン。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。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。代替資産は商品、不動産、イ
ンフラ等を指します。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。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。

市場環境①

市場環境②

市場環境① 2019年12月末時点 市場環境② 2020年3月16日時点
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ファンドの特色
⚫世界各国の株式、債券、通貨など様々な資産に分散投資しつつ、

日本円をベースとした収益の獲得を目指します。

⚫市場環境などの変化に合わせた、機動的な資産配分の変更とポート
フォリオのリスク管理を通じ、収益機会の追求と基準価額の下落リスク
の抑制を目指します。

⚫為替変動リスクの低減を図るため、外貨建資産は、機動的に為替
ヘッジを行います。

⚫マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネー
ジメント（香港）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

※資金動向、市場動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2019

バランス（安定）型部門

優秀ファンド賞
シュローダーYENターゲット（1年決算型）

シュローダーYENターゲット
（1年決算型）は

バランス（安定）型部門
（265本）の中から
優秀ファンド賞（4本）

に選定されました

Morningstar Award “Fund of the Year 2019”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより
評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar, Inc. に帰属し、許可
なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2019年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニ
ングスターが判断したものです。バランス（安定）型 部門は、2019年12月末において当該部門に属するファンド265本の中から選考されました。
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お申込みメモ

ファンドの費用
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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］

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第90号 加入協会： 一般社団法人投資信託協会、

一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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以下をご参照（五十音順）［募集の取扱い等］

販売会社一覧（2020年3月19日現在）

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 ○

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

○ ○ 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 ○

○ ○ 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 ○ ○

○ 内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24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。

MSCIは、本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。MSCIのデータを、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、あるいは再配布することは禁じられています。本資料はMSCIにより作成、審査、承認されたものではありません。いかなるMSCIのデ
ータも、投資助言や投資に関する意思決定を行うこと（又は行わないこと）の推奨の根拠として提供されるものではなく、また、そのようなものとして依拠されるべきものでも
ありません。

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。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。
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