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Fund Report ／ファンドレポート

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。
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足下の運用状況について ファンド情報提供資料
データ基準日：2018年11月30日

Fund Report ／ファンドレポート

設定来の基準価額および市場環境について

平素は「日本株アジア戦略ファンド【愛称：アジアン・パワー】」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。2018年初以
降、世界的に株価の振幅が大きくなっており、国内株式も強く影響を受けております。米国、中国の二大国家によ
る貿易摩擦が2018年初以降激しさを増し、当ファンドの基本コンセプトにも影響を及ぼしています。
2018年10月から11月にかけて、国内株式市場は大きく調整し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が8％余り下落する中、
当ファンドの基準価額は15.28％の下落（2018年10月1日→2018年11月30日）となっています。本資料では、こ
うした市場環境や運用の状況についてご説明いたします。
今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

・ 基準価額、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・ 信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、
税金・手数料等を考慮しておりません。

（期間：2009年11月6日（設定日）～2018年11月30日）

（期間：2018年8月31日～2018年11月30日）

18,568円
（10月1日）

15,731円
（11月30日）

▲15.28％
（10月1日→11月30日）

8月末以降の基準価額の状況

【市場環境】

＜国内株式市場＞

今回の調整をもたらした主因は、①米中間の貿易摩擦等によ
る世界の経済成長減速懸念、②国内企業の2018年7-9月
期業績の伸び悩み、③米国における長期金利上昇の3点で
あると考えています。

①米中間の貿易摩擦等による世界の経済成長減速懸念

米国と中国の貿易摩擦・関税問題については、2018年初頭
の時点では全くイメージできなかったほど長引いています。両
者の決裂は最終的には避けられるものと楽観視している一方
で、どちらか一方が大幅に譲歩して決着するとの期待も当面
は小さく、落ち着きが出るまでにはなお紆余曲折は避けられな
いと想定しています。

②国内企業の2018年7-9月期業績の伸び悩み

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、東証１部上場3
月期決算企業の2019年3月期1-2Ｑ（4-9月）決算は、全産
業の売上高が前年比4.5％増、経常利益は9.6％増となりまし
た。全体は増収増益を確保しているものの、好業績が一部の
大型株に偏り気味で、個別では「悪くはないが、利益の伸びは
やや物足りない」という銘柄が多かった印象です。

利益の物足りなさの原因は、前述の貿易摩擦問題の影響や、
７月から９月にかけて日本国内で天災に見舞われたことなど
に伴う売上の伸び悩みという理由に加え、Ａ）石油由来製品
等の原材料費、Ｂ）世界的な人件費、Ｃ）主に国内の物流費
の３点によるコスト上昇等が思いのほか大きかったことが挙げ
られると思います。

③米国における長期金利上昇

米国の金利上昇は、９月の米国の雇用統計が米国内の雇用
の強さを示したことからＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による
利上げの可能性が高まったとの見方が市場に広がったことが
要因と見られます。米国10年国債利回りは、一時3.2％台に
乗せる場面がありました。

この急激な長期金利上昇は、投資家に株価収益率（ＰＥＲ）の
水準を押し下げるとの懸念を引き起こしたと思われます。その
ため、特に10月は株式市場全般に利益確定売りを急ぐ動き
が強まったほか、中でも相対的にＰＥＲが高い銘柄については
特段の個別材料がなくてもパフォーマンスが低調な結果に終
わるものが散見されました。

（2018年11月30日時点）
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■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、
税金・手数料等を考慮しておりません。■上記は指数を使用しております。指数については【本資料で使用している指数について】をご参照ください。

当ファンドの足下のパフォーマンス低迷の背景

当ファンドの基準価額の大幅な調整をもたらした要
因については、Ｐ１の①～③の全てが該当し、加え
て一部では組入銘柄固有の要因もありました（不祥
事発覚で株価が大幅下落した「ＫＹＢ」等）。

しかしファンド全体を見ると、③が最大の誤算だった
と考えています。個別企業のＰＥＲ全般が切り下がる
懸念が生じるほどの金利上昇が起きる事態は、あま
り考えていなかったのです。

今回の米中貿易摩擦（①）や外部環境要因による
業績低迷（②）のような状況に見舞われた場合、組
み入れた景気敏感株のパフォーマンスが悪化する
ことは、運用担当者としては不本意ではあるものの、
ある程度は想定内の事態と言えます。

しかしながら、今回は、こうした景気敏感株の低迷し
た場合における「備え」の効果を期待して組み入れ

ていた化粧品やトイレタリー関連株など、安定成長
株までもが、大幅な金利上昇（③）の結果、総じてパ
フォーマンスが冴えない結果に終わることになりまし
た（主に10月）。

振り返ると、運用担当者は、米国の金利上昇の動き
そのものは認識していたものの、大幅な金利上昇と
いうものは景気の加速局面で起こるものであって、
米中貿易摩擦によって世界経済の成長減速も起こ
りうる10月のような状況下では起こりにくいであろう、
という固定観念が強かったと考えています。今回の
経験を踏まえ、従来にも増して運用に尽力する所存
です。

（2018年11月30日時点）

（％） （期間：2018年1月2日～2018年11月30日）

（出所）Bloombergのデータ等を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

【ご参考】2018年初来の国内株式市況
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（期間：2018年1月4日～2018年11月30日）

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の推移

（期間：2018年1月4日～2018年11月30日）

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）ＰＥＲの推移
（倍）

1,667.45
（11月30日）

13.07倍
（11月30日）

2.989％
（11月30日）

【本資料で使用している指数について】
■東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通
株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動き
を表す代表的な株価指数です。同指数に関する知的財産権その他一切の
権利は東京証券取引所に帰属します。

1,824.03
（10月2日）

▲8.58％
（10月2日→11月30日）

【ご参考】2018年初来の米国10年国債利回り
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今後の市場見通しおよび運用方針について

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

【市場見通し】 ～戻りを試す国内株式市場～

当面の国内株式市場は、調整を脱し、戻りを試す局
面にあると考えています。

その根拠として、第一に、米国の金利については、
11月下旬に米ＦＲＢのパウエル議長が利上げの一
巡を示唆したと受け止められる発言をしたことを契
機に、落ち着きを見せています。

第二に、米中貿易摩擦についても、米国による関税
率引き上げ時期が延期されたほか、一部で中国が
「中国製造2025」政策の見直しに着手したと報道さ
れるなど、若干、緊張緩和の動きが見られます。

第三に、コスト上昇も、少なくとも原材料価格に関し
て言えば、過去数ヶ月間に原油価格が大幅に調整
したことで、さらなる利益圧迫要因にはならないと考
えています。

つまり、2018年10-11月の株価調整をもたらした
主因と考えている要因が、解消したとまでは言えな
いまでも、いずれも懸念が後退しつつあると受け止
めていることが、戻りを試すと考える理由です。

とはいえ、銘柄選択にあたっては、業績の安定感や、
利益成長の確実性を重視して行うスタンスで臨みた
いと考えています。現時点では、アジアをはじめとす
る世界経済全般は、成長の再加速局面というよりは、
成長の踊り場、と捉えるべき状況と考えているため
です。

【運用方針】

当ファンドは、引き続き「資源」、「インフラ」、「消費」、
「環境」の分野に着目して投資を行っていきます。

日本国内でのこうした分野での市場が成熟する中、
アジアでの事業拡大に期待をかける企業は数多く存
在しますが、現地での競争を勝ち抜ける力をもつ企
業か否かを慎重に吟味しつつ、銘柄選択とポート
フォリオの構築を図っていく所存です。

【ご参考】 2018年11月末時点の状況

比率

実質国内株式 98.9%

内　現物 98.9%

一部上場 93.2%

二部上場 4.7%

JASDAQ 1.0%

その他市場 0.0%

内　先物 0.0%

コールローン他 1.1%

■資産構成

銘柄 業種 比率

1 ファーストリテイリング 小売業 3.1%

2 小松製作所 機械 3.1%

3 パイロットコーポレーション その他製品 3.1%

4 キーエンス 電気機器 3.0%

5 三菱商事 卸売業 3.0%

6 東レ 繊維製品 3.0%

7 プレス工業 輸送用機器 2.9%

8 ヤマハ その他製品 2.6%

9 ノリタケカンパニーリミテド ガラス・土石製品 2.6%

10 アリアケジャパン 食料品 2.5%

組入銘柄数: 59銘柄■組入上位10銘柄

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 設定来

ファンド -0.6% -11.4% -14.9% -13.4% 8.5% 211.3%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

■騰落率

業種 比率

1 電気機器 19.7%

2 化学 14.0%

3 輸送用機器 11.3%

4 機械 10.2%

5 食料品 7.9%

6 その他製品 7.8%

7 小売業 6.0%

8 医薬品 4.1%

9 繊維製品 4.0%

10 卸売業 3.5%

■組入上位10業種

■上記の運用方針は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・ 原則として、比率は純資産総額に対する割合です。
・ 業種は、東証33業種で分類しています。
・ コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
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ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドの目的・特色

■ファンドの目的
わが国の株式を主要投資対象とし、アジア地域の経済成長の恩恵を受けることによって中長期的な利益成長が期待できる企業の株式を選定す
ることにより、値上がり益の獲得をめざします。

■ファンドの特色
特色１ わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざします。
・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

特色２ アジア地域の経済成長の恩恵を受けることによって、中長期的な利益成長が期待できる企業の株式に投資します。
・アジア地域でも特に需要増加が見込まれる「資源」、「インフラ」、「消費」、「環境」の分野を中心に投資を行います。

特色３ 運用にあたっては、企業訪問等を通じた個別銘柄分析に基づくボトムアップ・アプローチにより銘柄選定を行います。
・アジア地域において既に収益をあげている企業に加え、将来的にアジア地域での収益拡大が期待できる企業も投資対象とします。

■分配方針
・年2回の決算時（4・10月の各15日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。

・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ

りません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損
益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が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。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

価格変動
リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響
を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

信用
リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれら
に関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなるこ
と、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性
リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な
流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格
での取引となる可能性があります。

■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。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え
て行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な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。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
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ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手続・手数料等

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（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。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情

報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環
境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信
託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、

投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404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

＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/

＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034

（受付時間 営業日の9：00～17：00）

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料
購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3％）（販売会社が定めます）

（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

信託財産留保額 ありません。

お客さま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）
日々の純資産総額に対して、年率1.566％（税抜 年率1.45％）をかけた額

その他の費用・

手数料

監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海

外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担しま

す。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。
　 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

■お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額
購入申込受付日の基準価額
※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の基準価額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付

の中止及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止するこ

と、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。

信託期間 2024年10月15日まで（2009年11月6日設定）

繰上償還 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日 毎年4・10月の15日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年2回の決算時に分配を行います。
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償

還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）

の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を

ご覧ください。
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商号
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

株式会社青森銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第1号 ○
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 ○ ○ ○
株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○
ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第43号 ○
株式会社山陰合同銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第1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 ○ ○
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○
西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○
八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 ○ ○
浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号 ○
ほくほくＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号 ○
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33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 ○

ファンド名称：日本株アジア戦略ファンド

登録番号等

販売会社情報一覧表

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

　　　・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。
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