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追加型投信/内外/株式
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド
〈愛称：クロスオーバー・グロース〉

ファンドは、特化型運用を行います。

ファンドの主要投資対象は市況動向等により流動性が大きく低下する恐れがあります。そのような状況下で換金申込みが
集中すること等により、換金性に欠ける（換金のお申込みの中止や、受け付けたお申込みの取消が行われる）場合があります。
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ベイリー・ギフォード社の投資哲学に迫る
“成長株への長期投資”
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本資料ではベイリー・ギフォード＆カンパニーをベイリー・ギフォード社といいます。

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。上記のような運用が

長期的な視点

大半の投資家は、目先のEPS（1株当たり

利益）やBPS（1株当たり純資産）に注目して

投資判断を行っています。しかし私たちは、これ

らの指標を用いる投資判断を行っていないば

かりか、意識的に避けています。ニューヨーク

証券取引所の売買回転率が数十年来の高水

準にある中、大半の市場参加者の視点は短期

に集中しているとみられます。その結果、四半

期業績など短期的なニュースに一喜一憂し、

不要な売買が誘発されると考えています。

たとえば、大きな成長が見込まれる事業での

競争優位性を高めるために、人的資源とIT

システムに大きな資金を投入した結果、ある企

業の翌年度の業績見通しが大幅に悪化したと

仮定します。投資家はこのニュースにどのよう

に反応するでしょうか。多くは投資損失を最小

化するために、いち早く売却しようとするように

思います。しかし、その企業が取った行動は、

５年先を睨めば正しく、大きな利益を手中に収

める可能性が高まったといえるかもしれません。

このようにストレスに負けて売却してしまえば、

保有し続けていたときに得たであろう大きな投

資利益を失う可能性があります。個人投資家は

成長株への長期投資に強みを有する、ベイリー・ギフォード社。同社は他の運用会社とは異なる独特な

考え方や視点を持って、調査や銘柄選定、運用を行っています。本資料では同社の投資哲学について

迫るべく、同社のクライアント・サービス・ディレクターの小宮氏にお話しを伺いました。

ベイリー・ギフォード社
100年以上前に英国のスコットランドの首都であるエディ

ンバラで設立された独立系の資産運用会社。パートナー

シップ制という組織形態をとる。優れた長期的な投資

リターンを提供することをミッションとして掲げている。

利益よりも損失に2倍以上敏感であるという

学術研究もあります。

しかし、資産運用業に従事する一般的なファ

ンドマネジャーの場合は、個人投資家よりも

損失に敏感であると私たちは思っています。

損失を回避しようとする姿勢により、ほとんどは

投資判断に影響のないニュースであるにもか

かわらず日々のニュースに過敏に反応し、売買

を繰り返す傾向が強まると考えています。

他方、私たちは、企業をあたかも間借りして

短期的な投資を行うのではなく、企業のオー

ナーとしてふさわしい行動を取ろうとします。

そして1世紀以上の歴史を持ち、2度の世界

大戦や恐慌を切り抜けてきたエディンバラの

パートナーシップ形態（外部の株主がいないた

め、短期的な利益の追求圧力を受けない）の

企業として、私たちは忍耐が求められる長期

投資で高い競争力を発揮できると考えます。

私たちは自社の経営に関しても、数四半期先

ではなく10年以上先を視野に入れます。こうし

た安定的な経営は面白みに欠けるかもしれま

せんが、忍耐強さに欠ける運用者が多い中で、

長期的視野を持ち続ける重要な役目を果たし

ていると思います。
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行えない場合があります。後記の「本資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご確認ください。

する洞察は深まり、辛抱強い長期投資にも

つながります。

成長性を重視

私たちが強い関心を抱くのは、爆発的な成長

の可能性を秘めた企業です。単年度の成長で

はなく、何年にもわたる持続的な高成長を意味

します。複利効果により、５年後、10年後の利益

水準はとてつもなく大きくなる場合があり、目先

に焦点を当てる投資家はそれを容易に見逃して

しまいます。そして興味深いことに、今日におい

て外部から多くの資本を必要としなくても成長

している企業が存在します。さらに既に企業の

規模が大きい場合であっても、独自の技術や

サービスによりさらに急成長を遂げる企業が

存在します。こうした企業への投資は、目先の

ＥＰＳに対して株価が高くても決してひるむべき

ではないと考えます。私たちはこのような企業が

事業運営に失敗した場合に損失が出ることを

覚悟の上で投資を行います。

調査において最も重要なのは投資先企業の

経営陣からの情報ですが、運用業界と全く関係

がない情報源も貴重です。例えば、学術界（例

えばケンブリッジ大学、エディンバラ大学、

サンタフェ研究所など）や著作家が挙げられま

す。ベイリー・ギフォード社のファンドマネジャー、

アナリストのほとんどは熱心な読書家であり、

書籍から投資アイデアに発展していくこともあり

ます。故ハンス・ロスリング氏＊作の「ファクト

フルネス」はベイリー・ギフォード社で根強い

人気があります。世間一般の世界観がいかに

誤っており、また悲観的かを如実に表していま

す。以前、ベイリー・ギフォード社主催のカンファ

レンスにお越しいただ時のひとコマが同書の中

で紹介されています。＊ スウェーデン出身の医師、公衆衛生学者。長い間アフリカの僻地で医療
研究活動に従事し、世界保健機構やユニセフのアドバイザーを務めた。

実際に投資を行うにあたって、ベイリー・

ギフォード社のファンドマネジャーやアナリスト

が焦点を絞るのは5年後、10年後の企業の姿

です。企業が持つ競争優位や経営手腕、そして

持続性は少なくとも5年という期間が経過して

初めて明らかになると考えています。私たちが

見極めようとするのはこうした要素であり、その

ために長期的なアプローチを採用しています。

ボトムアップの徹底

私たちは世界中の株式市場から銘柄を選択し、

ポートフォリオの構築では個別銘柄の魅力度

主導で行うため、投資プロセスにおいてベンチ

マークを参照することはありません。純然たる

アクティブ運用であり、パッシブ的な要素はあり

ません。個別銘柄のウェイトは、その企業の時価

総額や属する国、セクターではなく、成長性や

事業の可能性等に基づき決定します。ボトム

アップによる銘柄選択が長年にわたって組織に

蓄積してきた私たちのスキルです。

また、パッシブ運用やベンチマークに基いて若

干のリスクを取った運用は、株式市場の動きと

類似しており、魅力的なパフォーマンスを上げる

ためには、あまり役立たないと考えています。

ボトムアップにより銘柄を厳選することで、株式

市場の動きとは類似せず、はじめて魅力的なパ

フォーマンスを上げる素地ができると考えてい

ます。銘柄を厳選しているため株主として投資

先企業の株式の持ち分は大きくなり、投資先企

業と深くエンゲージメント（企業との対話）を行う

ことも可能になります。単に持ち分が大きいだけ

ではなく、私たちが長期投資家であるという

投資先企業側からの評判も重要だと考えてい

ます。エンゲージメントを通じて投資先企業に対



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
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。上記は指数を用いていますが、当ファンドのベンチ
ような運用が行えない場合があります。後記の「本資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご確認ください。
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ポジティブな意見が重要

1990年から2018年の期間で世界の株式

市場における長期的な富の形成は少数の銘柄

が牽引し、実に半分以上の銘柄で上場時から

上場廃止までに生み出すリターンがアメリカの

短期国債以下だという学術研究があります。私

たち自身の経験でもポートフォリオのパフォー

マンスは数少ない保有銘柄が牽引してきました。

これらからいえることは、ポートフォリオの

パフォーマンスは、特に大きいリターンが見込

める銘柄に対してリスクをとって投資できるか

どうかに左右されるということです。したがって、

株価の下振れリスクに対して警戒した防御姿勢

を取るのではなく、リスクを取り野心的になる

必要があると考えています。

そしてそのためには、ポジティブな意見が重要

となります。ベイリー・ギフォード社では各運用

チームにチーム運営の強い権限が委譲されて

おり、それぞれが創意工夫を行っています。

中には個別銘柄の検討会議で「最初の20分間

はポジティブな意見・思考を義務づける」といっ

たルールを持つチームもあります。こうしたルー

ルは、損失の回避を重視する心理的なバイアス

を排除する上でとても役立っています。ベイ

リー・ギフォード社のファンドマネジャーやアナリ

ストは、大半の市場参加者の正に真逆を行って

いるといえます。

小宮 健一
ベイリー・ギフォード＆カンパニー クライアント・サービス・ディレクター

2011年9月に日本のクライアント担当として入社。それ以前の26年間は三菱UFJ信託
銀行に勤務し、３年間にわたるベイリー・ギフォード社の運用チームでの個別銘柄調査、
UFJ信託銀行（現：三菱ＵＦＪ信託銀行）の証券運用部次長として外国株式運用の統括、
両社間の合弁会社の取締役社長等を歴任。

組織の特徴は？

ベイリー・ギフォード社の特徴として、外部

株主がいないパートナーシップ制による事業形

態であることが挙げられます。私たちには短期

的に収益を上げるプレッシャーはありません。

唯一の事業がお客様のための資産運用である

ため、お客様に満足いただけば、ベイリー・

ギフォード社の経営もうまくいくというシンプル

な構造にあります。

また、ボトムアップによるアクティブ運用で

最も重要なのは人的資源です。ベイリー・

ギフォード社では経費削減のために解雇を行っ

たことはありません。2008年から2009年に

かけての金融危機後であっても継続的に雇用

を続けました。それがお客様のためになると

考えるからです。ちなみに離職率は長期にわ

たって5％前後にとどまっています。

さらに、運用部門は基本的には新卒を採用し、

面接では知性や想像力を重視します。入社後

に調査手法を教えることはできても、これらを

教えることはできないからです。「アナリスト」を

採用しようとすると経済学部等の出身者が

大勢応募する可能性が高まります。そのため、

「リサーチャー」として求人するなどの工夫をし

ています。出身学部は60以上、出身国は２０ヵ

国以上にのぼっています（2021年8月末時点）。

このような高度なダイバーシティにより、調査や

議論に厚みが増し、より良い意思決定につな

がっていくと信じています。
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等を考慮しておりません。上記はＳＭＴの2021年8月末時点の組入銘柄から、オンラインのサービスを提供している銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄の
マークではありません。同指数、SMTは英ポンド建て、配当込みのデータを用いています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。上記の

SMTの運用担当者

戦略ファンドマネジャー
在籍年数：21年

2015年からＳＭＴを担当

Tom Slater

戦略ファンド副マネジャー
在籍年数：12年

2021年からＳＭＴを担当

Lawrence Burns

戦略ファンドマネジャー
在籍年数：38年

2000年からＳＭＴを担当

James Anderson

運用担当者は2021年8月末時点であり、将来変更される場合があります。

スコティッシュ・モーゲージ・インベストメン
ト・トラスト・ピーエルシー（以下、SMT）
とは

SMTとは、ベイリー・ギフォード社創業の

翌年以来、100年以上にわたって同社によっ

て運用が行われる外国投資法人です。現時点

でのＳＭＴにおける銘柄選定も、ボトムアップ

による個別企業に対する独自の調査に基づい

ています。ＳＭＴはTom Slater、Lawrence

Burns、James Andersonの３名の担当者

で運用を行っています。James Anderson

は、113年の歴史を誇るベイリー・ギフォード

社の中でも38年のキャリアを持つベテランで

す。ＳＭＴの外国投資証券の市場価格は、

過去1年間（2020年8月末～2021年8月末）

で43%、過去5年間（2016年8月末～2021

年8月末）で355%上昇しました。なお、全世

界株式の株価は、各期間において26%、

90%の上昇となりました。

スコティッシュ・モーゲージ・
インベストメント・トラスト・ピーエルシー
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新型コロナの環境下における変化と
ＳＭＴ

2020年２月に新型コロナ感染拡大懸念

により世界の株式市場が大幅下落し、SMT

が組入れている銘柄も下落しました。また、

外出自粛やオンライン化の加速など生活

様式は大きく変化しました。

しかし、ＳＭＴでの投資に対する姿勢に変化

はありませんでした。また、投資先企業の

多くは、2020年2月時点で多くの業界にわ

たりすでにオンラインのサービスを提供して

いました。例えば、eコマースの「アリババ・

グループ・ホールディング」「アマゾン・ドット・

コム」、ソーシャルメディアやデジタルエンター

テイメントの「テンセント・ホールディングス」

「ネットフリックス」、フードデリバリーの「デリ

バリー・ヒーロー」「メイチュアン」、オンライン

会議システムの「ズーム・ビデオ・コミュニ

ケーションズ」などがあげられます。これらの

銘柄は、全て成長が期待されると判断して

2020年以前から投資してきました。

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ.ＬＮ外国投資証券ファンドは、SMTの外国
投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式
（ＤＲ（預託証書）を含みます。）に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化をめざします。



分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制す
る方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

■ファンドの目的
英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行する上場外国投資
証券の値動きをとらえることをめざします。

■ファンドの特色

原則として、英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシー
が発行する上場外国投資証券のみに投資を行い、当該外国投資証券の値動きをとらえることをめざします。
※ 実際の運用はベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券マザーファンドを通じて行います。
◆ 当該外国投資証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
※ 大口の設定解約が発生した場合や、当該外国投資証券の流動性の低下等により売買取引のうち全部または一部が成立しない場合等

には、当該外国投資証券の実質的な組入比率が大幅に低下することや100％を超えることにより、当該外国投資証券の値動きと
カイ離することがあります。

※ 当該外国投資証券は英国の証券取引所に上場され、日々取引が行われています。
※ 当該外国投資証券を発行する外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーは、1909年

に設立された英国籍のインベストメント・トラストです。当該外国投資法人の主要投資対象はモーゲージではありません。
◆ 外国投資法人における運用は、ベイリー・ギフォード＆カンパニーが行います。
⚫ ベイリー・ギフォード＆カンパニーは1908年に創業の100年以上にわたる株式運用経験を有する、英国の独立系運用会社です。

◆ ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設
けており、投資対象に支配的な銘柄（寄与度*が10％を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる
可能性が高いものを、特化型としています。

* 寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用い
る指数における一発行体あたりの構成比率を指します。

◆ ファンドは原則として、英国籍の外国投資法人であるスコティッシュ・モーゲージ・インベストメント・トラスト・ピーエルシーが発行す
る上場外国投資証券のみに投資を行いますので、当該外国投資法人の経営破綻や経営・財務状況の悪化、当該外国投資証券が上
場廃止となる場合等には、大きな損失が発生することがあります。

外国投資証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の上場株式および未上場株式（DR（預託
証書）を含みます。以下、株式等ということがあります。）に投資を行い、長期的なトータルリターンの最大化を
めざします。
※ これまでに当該外国投資証券において主要投資対象地域、および主要投資対象資産が変更されたことがあり、また将来変更となる

場合があります。
⚫ DR（預託証書）とは、ある国の企業の株式を当該国外の市場で流通させるため、現地法に従い発行した代替証券です。株式と同様に

金融商品取引所等で取引されます。

＜外国投資法人における株式等への投資について＞
⚫ 外国投資法人における銘柄選定にあたっては、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で株価の値上がりが期待され

る日本を含む世界各国の企業（未上場企業を含みます。）の株式等に厳選して投資を行います。国や地域、産業、業種の組入比率
に制約はありません。組み入れる銘柄数は概ね50銘柄から100銘柄程度を想定しています。また外国投資法人は債券や転換証
券、当該外国投資法人以外のファンド、その他の資産にも投資を行うことができます。

⚫ 外国投資法人は株式等への投資を通じて、5年間またはそれ以上の投資期間において、FTSEオール・ワールド・インデックス（英ポ
ンド建て）を上回る収益の獲得をめざします。ただし同インデックスはパフォーマンス評価においての参照に留まり、ポートフォリオ
構築において意識するものではありません。

⚫ 外国投資法人が組み入れる銘柄の平均保有期間は5年以上となることをめざします。
⚫ 外国投資法人は、長期的なメリットがあると判断した場合に資金借入を行い、当該借入れた資金を使って株式等に投資を行うこと

があります。
【投資制限等】
⚫ 組入対象国・地域、業種について制限を設けません。
⚫ 外国投資法人の総資産に占める1銘柄の組入比率上限は、取得時において8%とします。
⚫ 取引所等に上場されていない株式への投資は、取得時において外国投資法人の総資産の30%を超えないものとします。
⚫ 効率的な運用のためデリバティブ取引を使用する場合があります。
⚫ 当該外国投資法人以外の、英国における上場投資法人への投資は、合計して外国投資法人の総資産の15%を超えないものとし

ます。
⚫ 例外的な市場環境を除き、外国投資法人は新たな資金借入れを行うことによって英国投資会社協会（ＡＩＣ）のガイドラインに定め

る方法で計算された資金借入の額が外国投資法人の株主資本の30%を超えることとなる場合においては、資金借入れを行いま
せん。

※上記は予告なく変更となる場合があります。

＜ファンドが実質的に負う信用リスクについて＞
⚫ ファンドは当該外国投資法人を通じて実質的に世界各国の株式等に投資を行いますが、当該外国投資法人の総資産に占める組入

比率が10％を超える又は超える可能性の高い銘柄が存在します。その結果、ファンドにおいて特定銘柄への実質的な投資が集中
することがあり、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

⚫ 当該外国投資法人の総資産に占める組入比率が10%を超える銘柄およびファンドの総資産に占める当該外国投資法人の発行す
る上場外国投資証券の組み入れに関する最新の情報については、委託会社のホームページにおけるファンド詳細ページ
（https://www.am.mufg.jp/fund/254292.html）にてご確認いただけます。

市況動向および資金動向等により、上記の運用が行えない場合があります。
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分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制す
る方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）

■ファンドの特色

原則として、為替ヘッジを行いません。
◆ 原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動による影響を受けます。

年１回の決算時（６月５日（ 休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。
◆ 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。ただし、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。

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。

(初回決算日は、2022年6月6日です。）

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等に
より変更する場合があります。）

■投資リスク

ファンドは、外国投資法人への投資を通じて未上場株式にも投資を行います。未上場株式は一般に上場株式等と比べて流動性が著しく
劣るため、流動性リスクが大きくなる可能性があります。また、一般に上場企業に比べて、
・未上場企業の事業リスクが大きいこと
・未上場企業に係る情報の取得が困難であること
・未上場株式の公正価値評価が困難であり、また評価の更新が頻繁ではないこと
等を背景に、上場株式等への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用の各リスクが大きくなる可能性があります。

ファンドは、集中した投資となる場合には、集中した投資対象の影響を大きく受けるため価格変動・為替変動・信用・流動性・カントリー
リスクの各リスクが大きくなることとなります。

その他の留意点：
ファンドは、取引市場における流動性が十分でなく、購入・換金に伴う外国投資証券の買付または売却が行えず、ファンドにおける適切な外
国投資証券の組入比率の維持が困難となった場合もしくは困難となることが見込まれる場合または換金代金を賄うための金銭の調達が
できないもしくは困難となることが見込まれることがあります。この場合には、受益者間の公平性も考慮の上、購入・換金のお申込みの受
付けを中止すること、既に受付けた購入・換金のお申込みを取消すこと、または換金代金の支払いが遅延することがあります。また、流動性
の低下により、市場実勢から期待できる価格で取引できないことや、取引量が限られてしまうことがあり、基準価額へマイナスの影響を及
ぼす可能性もあります。
ファンドは、外国投資証券の値動きをとらえることをめざして運用を行いますが、円滑な資金管理を目的として現金を保有すること、信託
報酬、売買委託手数料等を負担すること、売買約定価格と当該外国投資証券の評価価格の差が生じること等の要因により基準価額が外国
投資証券の値動きと一致した推移となることをお約束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、上記の運用が行えない場合があります。
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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：
ファンドは、外国投資証券への投資を通じて、実質的に株式等へ投
資を行いますので、その価格変動の影響を受けます。株式等の価格
は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市
場の見通しなどの影響を受けて変動します。実質的な組入株式等の
価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。ファンド
が組入れる外国投資証券は市場価格で評価されます。この市場価格
は、外国投資法人の１口当たり純資産（NAV）を基本的には反映しま
すが、外国投資証券自体は証券取引所で取引が行われることから、
市場における需給による影響を受け、NAVから乖離します。また、
外国投資法人が行う外国投資証券の新規発行や買戻しが、当該外
国投資証券の市場価格に影響を与える場合があります。

為替変動リスク：
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんの
で、外国投資証券への投資を通じて実質的に組み入れた株式等の
通貨（対円）による為替変動の影響を受けます。

信用リスク：
ファンドは原則として外国投資証券に投資を行いますので、当該外
国投資証券を発行する外国投資法人の経営、財務状況が悪化したり、
市場においてその懸念が高まった場合には、当該外国投資証券の価
格が下落すること、倒産等の場合にはその価値がなくなること等が
あります。ファンドは外国投資証券を通じて株式等に実質的な投資
を行います。株式等の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市
場においてその懸念が高まった場合には、株式等の価格が下落する
こと、配当金が減額あるいは支払いが停止されること、倒産等の場
合には株式等の価値がなくなること等があります。

流動性リスク：
ファンドが投資対象とする外国投資証券を売却あるいは取得しよう
とする際や、当該外国投資証券を発行する外国投資法人が株式等を
売買しようとする際に、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、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ことや取引が行
えない場合があり、ファンドはその影響を受けます。なお、ファンド
が投資対象とする外国投資証券は、株式と比べ取引量が少なくなる
場合があり、その際には流動性リスクが高くなることがあります。

カントリー・リスク：
ファンドは、新興国の株式に実質的な投資を行うことがあります。新
興国への投資は、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制
の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の
発生による影響などを受けることにより、先進国への投資を行う場
合に比べて、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きく
なる可能性があります。

外国投資法人における資金借入に係るリスク（株式買戻しにより当
該リスクが増大するリスク含む）：
ファンドが組み入れる外国投資法人は、資金の借入を行い株式等へ
の投資を行うことがあります。借入による投資成果が借入にかかる
費用等を賄えない場合は、損失が発生する場合があります。また、投
資している当該外国投資法人の価格が下落した場合、借入資金が損
失を拡大させる場合があります。その他、当該外国投資法人は発行
する投資証券を買い戻すことができ、その際に資金借入にかかるリ
スクが増加する場合があります。

上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。
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本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料です。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。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、投資者保護基金の保護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。
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■本資料に関するご注意事項等

■ファンドの費用

【購入時手数料】 購入価額に対して、上限3.85%(税抜 3.50%） 販売会社が定めます。くわしくは販売会社にご確認ください。
【信託財産留保額】 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額
【運用管理費用（信託報酬）】 ■当該ファンド：日々の純資産総額に対して、年率1.353％（税抜 年率1.230％）をかけた額
■マザーファンドの投資対象とする外国投資証券：マザーファンドの投資対象とする外国投資証券の純資産総額に対して、年率0.30%
以下（運用費用）※運用費用に加え、その他管理等の費用がかかります。（運用費用（年率0.30％以下）とその他管理等の費用の合計 年率
0.34％（2021年３月末現在））■実質的な負担：当該ファンドの純資産総額に対して、年率1.653％程度（税抜 年率1.530％程度）※マ
ザーファンドの投資対象とする外国投資証券の運用にかかる費用を合わせた実質的な信託報酬率です。
【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・投
資対象とする外国投資証券における諸費用（借入にかかる費用を含む）および税金等・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・マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等 ※その他の費用･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、ファンドの基準価額に反映されます。第２計算期間以降の毎計算期間の6ヵ月
終了時、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。

【本資料で使用している指数について】
全世界株式：FTSEオール・ワールド・インデックス
FTSEオール・ワールド・インデックスとは、先進国・新興国における大型株・中型株の銘柄で構成される時価総額加重平均指数です。
FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE。“FTSE®”はロンドン証券取引所グループ会社の登録商標であり、FTSE
International Limitedは許可を得て使用しています。FTSE指数、FTSE格付け、またはその両方におけるすべての権利は、FTSE、そ
のライセンサー、またはその両方に付与されます。FTSEおよびライセンサーは、FTSE指数、FTSE格付け、もしくはその両方、または内在
するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わないものとします。FTSEの書面による同意がない限り、FTSEデータの再配布は禁止
します。

■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 登録番号等 加入協会

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第2251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


