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ー今年の株式市場と運用状況について 
              教えてください 
 先進国株式は今年2月初め、米国の利上げペース加速
や米中貿易摩擦などが懸念され、大きく下落しました。
その後は再び上昇基調へと戻ってきています。「為替
ヘッジなし」は、2月から3月にかけての下落局面にお
いて先進国株式と比べて下落幅が抑えられ、その後の
上昇局面では、先進国株式を上回るパフォーマンスと
なりました。しかし、8月に入り先進国株式を下回るパ
フォーマンスとなっています。（図１のⅰおよびⅱ） 

 
ー足元の基準価額下落要因は何ですか 
 日本の保有銘柄の下落が主な要因です。年初来の
ビューティー・ビジネス関連株式は米中貿易摩擦の影
響が外需株式に比べて小さいことや堅調な業績が好感
され資金が集まっていました。ところが、7月中旬より
不透明なマクロ環境などを背景に円高が進行し日本株
式が軟調となると、利益確定の売りに押され下落しま
した。 
 堅調な業績の背景には、昨年2,800万人を突破した外
国人観光客の需要増加に伴う化粧品の売上拡大があり
ました。しかし、7月の訪日外国人観光客数の伸び率が
減速し、これまで好調だったインバウンド需要拡大が
鈍化するのではないかとの懸念が広がりました。 
 図１のⅲを見ると、上位組入銘柄が全体的に下落基
調にある中、特に日本の銘柄の下落幅が大きいことが
分かります。利益確定の売りに加え、インバウンド需
要の鈍化懸念が重なったことが背景にあります。 

 
ー株価は割高な水準ではないのでしょうか 
 ビューティー・ビジネス関連株式は景気に左右され
づらく、安定成長が見込まれるセクターであり、他の
セクターと比べてPER（株価収益率*）が高い傾向にあ
ります。そのため、先進国株式指数のように景気に敏
感で相対的にPERが低い金融、エネルギーなどが含ま
れる指数と比較した場合には割高に感じられます。し
かし、過去比較での割高感は解消されつつあると考え
ています。例えば、7月末時点で組入１位の資生堂は 

【図1】ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）と 
先進国株式のパフォーマンス 

＊株価の割安･割高を判断する指標。 
「株価収益率=株価÷一株当たり利益」として算出。 
 
  

ⅰ.設定来のパフォーマンス推移 

期間① 期間② 期間③ 

ⅱ.期間別 騰落率 

出所：Datastream、Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成 期間：2017/7/31（設定日）～2018/8/23、
日次※基準価額（分配金再投資）を使用しています。基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値
であり、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。※ファンドの騰落率は、分配金（税
引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異
なります。※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。※計測期間が異なる場
合は、結果も異なる点にご注意ください。※当ファンドにベンチマークはありません。先進国市場全体と
値動きの動向を比較することを目的として、MSCI ワールド インデックス（税引前配当込）を使用してい
ます。 （ⅰについて）2017/7/31＝10,000として指数化（ⅲについて）2018/7/31時点の組入上位10銘柄 

【図2】利益成長に裏づけされた株価 
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2018年来 株価推移 堅調な業績にも関わらず、
利益確定の売りなどによ
り株価が下落基調にある
ことから、割安感が高
まっていると判断してい
ます（図２）。 
  

（図２について）出所：Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成 期間：2005/7～2018/7、月次（2018年来の株価推移は8/23まで、日次）※上記は当ファン
ドの理解を深めていただくため、組入上位１位の銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上
記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。 

資生堂 株価と予想EPS（1株あたり利益）の推移 

運用担当者に聞く「足元の運用状況と今後の見通し」 

期間④ 

ⅲ.組入上位10銘柄の騰落率（現地通貨建て） 

株式運用部 
海外株式グループ  
加藤シニアファンドマネジャー 

順位 企業名 国名 設定来騰落率 期間④騰落率
1 資生堂 日本 93.7% -14.9%
2 エスティローダー アメリカ 36.4% -4.2%
3 コーセー 日本 58.1% -20.2%
4 クローダ・インターナショナル イギリス 39.2% 4.4%
5 バイヤスドルフ ドイツ 8.2% 0.1%
6 アライン・テクノロジー アメリカ 108.8% -0.3%
7 ファンケル 日本 127.7% -13.2%
8 ポーラ・オルビスホールディングス 日本 23.0% -23.5%
9 アルタ・ビューティ アメリカ -5.6% -8.1%

10 ジボーダン スイス 20.5% -2.7%
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ービューティー・ビジネス関連株式に 
      米中貿易摩擦の影響はありますか 
 米国政府が7月に発表した2,000億米ドル規模の追加
関税リストに「化粧品・トイレタリー」項目が追加さ
れました。追加関税は、９月にも発動される可能性が
あります。しかし、米国で販売されている高価格帯の
商品のほとんどが中国以外で生産されていることから
影響は限定的と考えています。また、足元注目してい
るスキンケア用品の大部分も対象とはなっていません。 
 株式市場全体が、米中貿易摩擦への懸念から低迷す
ることは避けられないものの、米国の中間選挙を過ぎ
れば、落ち着きを取り戻すと見ています。 
 
ー訪日外国人観光客数の伸び率鈍化 
    についてはどのように考えていますか 
 7月の訪日外国人観光客の伸び率は前年同月比5.6%
と鈍化しました。伸び率低下は６月の大阪での地震や
7月の西日本豪雨など災害が相次いだためと考えられ
ます。国別内訳をみると、前年同月比で大きく減少し
たのは韓国からの観光客でした。一方、約80％が化粧
品・香水を購入する（図３）中国人観光客の伸びは前
年同月比12.6％増と２桁の伸びを維持しています。 
 米中貿易摩擦に伴う景気減速懸念や人民元安に伴い
観光客数が低下するのではないかとの懸念もあります。
しかし、過去の元安局面においても観光客数の伸びは
継続していました。また、良好な雇用環境などを背景
に個人消費が底堅いことなどから、化粧品の購買が大
きく落ち込むことはないと考えています。（図４） 
 
ー今後の見通しをお聞かせください 
 米中貿易摩擦や訪日外国人の伸び率鈍化などへの懸
念は、実際の好調な業績への認識が広がることで払拭
されるのではないかと考えています。 
 4-6月期の企業業績でも好調さが継続し、上方修正
を行う企業が相次ぎました。特に、足元注目している
中国市場・高価格帯商品・スキンケア用品の拡大は業
績を大きく押し上げています。組入上位の日本の化粧
品メーカーは、日本人をはじめとしたアジア人にあっ
た化粧品開発を得意としていることから、高級スキン
ケア用品を中心に中国での存在感を高めています。高
級スキンケア用品を含む高価格帯市場は低価格帯市場
の成長率を大きく上回ると推計されています（図５）。 
 米国の中間選挙に向けてボラティリティ*が高まる
局面も想定される一方、最終的には、ビューティー・
ビジネス関連株式の好業績に投資家の関心が集まりパ
フォーマンスも回復に向かうと予想しています。今後
も、市場全体の動向を鑑みながら柔軟な運用を心がけ
て参ります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願い致
します。 

【図3】訪日外国人観光客 ～韓国と中国の比較～ 

化粧品・香水の購入率と購入者単価 

出所：観光庁「訪日外国人消費動向調査 2018年4-6月期（１次速報）」を基に三菱UFJ国際投
信作成   

購入者単価 

購入率 
80%もの訪日中国人 

観光客が化粧品を購入 

【図4】中国元の水準に拠らない観光客数、堅調な個人消費 

中国人訪日観光客数と中国元の推移 

出所：日本政府観光局、Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成 上図期間：2012年1月～2018年7月、月次 
下図期間：2004年3月～2018年7月、月次（有効求人倍率は2017年12月まで、四半期毎） 
※観光客数について：例えば、2012年1月は2011年2月～2012年1月の合計を算出しています 
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【図5】大きな成長が期待される高価格帯市場 

価格帯別市場成長率（推計） 

出所：ロレアルのIR資料（2016年2月、2018年7月）を基に三菱UFJ国際投信作成 ※ロレアルの推計値 
※2018年第1半期については推計の平均値を使用  

中国 消費者信頼感指数と有効求人倍率 

消費者信頼感は 
依然高水準 

運用担当者に聞く「足元の運用状況と今後の見通し」 
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＊ボラティリティとは、リターンの変動の大きさのことです 
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基 準 価 額 と 純 資 産 の 推 移 

期間：2017年7月31日（設定日）～2018年8月23日、日次 
※基準価額、基準価額（分配金再投資）は設定日を10,000として指数化しています。 
※基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。 
※信託報酬率については、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。計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。 
 

https://www.am.mufg.jp/tool/movie/content/wbo_j.html 
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株式会社　沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第1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 ○ ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○

株式会社　群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社　京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号 ○

株式会社　高知銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第8号 ○

静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 ○

株式会社　十六銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社　常陽銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第11号 ○

株式会社　大光銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号 ○

第四証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128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 ○ ○ ○

とうほう証券株式会社（9月4日から取扱開始） 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○

株式会社　南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社　八十二銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第49号 ○ ○

株式会社　福島銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第18号 ○

株式会社　北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3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 ○ ○ ○

株式会社　宮崎銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号 ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○

株式会社　横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36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 ○

帯広信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号

きのくに信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号

呉信用金庫 * 登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号

湖東信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第57号

埼玉縣信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第202号 ○

福岡ひびき信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第24号 ○

碧海信用金庫（為替ヘッジなしのみ取扱） * 登録金融機関 東海財務局長（登金）第66号 ○

登録番号等
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