
33株式 93.9%

キャッシュ

等 6.1%

＊分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。 
＊分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により分配を行わない場合 
   もあります。 

＊基準価額は1万口当たりとなっています。 

＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。 

＊投資先ファンドの運用管理費用を含めた実質的な信託報酬率は、純資産総額に対して年率2.1096％（概算、税 

   込）です。詳細は、【お申込みメモ】の【信託財産で間接的にご負担いただく費用】の項目をご覧ください。 

＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 
＊上記グラフの2008年10月8日から2009年1月6日までの期間は、暫定の基準価額、純資産総額に基づいて 
   おりますのでご注意ください。 

＊騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額です。 
   上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 
＊分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金（課税前）を、その分配が行われる日に全額 
   再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。 

＊騰落率は各月末営業日で計算しています。 
  （各月末が休業日の場合は前営業日の値で計算しています。） 
  

 ＊運用資産構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。  
 ＊四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。 

■主にVPIC※1の株式等※2に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。 

■国別の投資割合は、原則としてベトナム：20％、パキスタン：20％、インド：30％、中国：30％を基本とします。※3 

 ※１ VPICとは、ベトナム・パキスタン・インド・中国のことを指します。中国の株式は、香港証券取引所等に上場している中国本土関連銘柄を含みます。 
 ※2 株式等とは、投資対象国の証券取引所またはそれに準ずる市場で取引されている株式に加え、当該株式や株価指数と同様の投資成果を得られると 
         判断される有価証券等のことです。 
 ※3 各国への投資割合は±10％の範囲内で変動させます。 
 （注）市場の流動性等の事情により、国別投資割合が上記の範囲を超える場合があります。 
■実質組入外貨建て資産について、為替ヘッジは原則として行いません。 

■主にVPICの株式等への投資を行う円建て外国投資信託証券「Fullerton VPIC Fund Class A Units」への投資割合を高位に保つことをめざします。 

投資先ファンドの状況 
（ご注意）以下のレポートは当ファンドの主な投資対象であるFullerton VPIC Fund Class A Unitsに関するものです。 

以下のポートフォリオ分析はすべて現地月末最終営業日の数値を使用しています。また、各グラフの比率は四捨五入の関係上合計が100％にならない場合があります。 

 
＊上記の各比率は純資産総額の合計に対する業種別評価額合計の割合で、小数点第2位以下を四捨五入しています。 
＊上記の業種は、MSCI/S&P GICS※の業種区分に基づいています。 
※ MSCI/S&P GICSとは、スタンダード＆プアーズとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準 
   (Global Industry Classification Standard =GICS)のことです。 

【基準価額・純資産総額の推移】 【基準価額・純資産総額】 

【ファンドの騰落率（分配金再投資）】 

【分配金実績（1万口当たり、課税前）】 

【運用資産構成比率】 

【運用資産構成比率】 【業種配分】 

 組入銘柄数 

【国別配分（先物含む）】 

＜ファンドの特色＞ 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
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当社は、格付投資情報センター（R＆I)が実施した『R＆Iファンド大賞2017』

の投資信託／外国株式総合部門において最優秀賞を受賞しました。 

（巻末の＜Ｒ＆Ｉファンド大賞2017＞の表示に関するご注意をご参照ください） 

2017/7/31 2017/6/30 前月比

基準価額 11,023円 10,707円 316円

純資産総額 48億円 47億円 1.2億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

ファンド 2.95% 8.22% 13.11% 30.39% 41.10% 10.23%

第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 合計

0円 0円 0円 0円 0円 0円 0
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【投資環境】 

【今後の見通し】 

 以下のコメントは、Fullerton VPIC Fund Class A Units（以下、「投資先ファンド」といいます。）の運用担当者のコメントをもとに作成したものです。
また、下記の見通しは当資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更される場合がありますのでご留意ください。 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
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 当月、米国での政治的不透明と医療保険制度改革法（オバマケア）の廃止法案が否決されたことで、米国連邦準備制度理

事会（FRB）による今後の利上げや資産圧縮の開始時期についての不透明感が高まりました。しかし、アジア株式市場は、健

全な企業決算やコモディティ価格の上昇、世界経済の堅調さによる楽観的な見方によって支えられました。 
  

 当月のベトナムVN指数は、前月末比＋0.9％となりました。世界の電化製品需要の増加によって、日経ベトナム製造業購買

担当者景況感指数（以下「PMI」といいます）は52.5となり、過去14ヵ月間で最低の水準であった5月の51.6から上昇しました。6

月の消費者物価指数（以下「CPI」といいます）が、前年同月比＋2.5％と前月と同様になったほか、輸出入の伸び率も前月と同

水準となるなど好調でした。金融政策では、ベトナム国立銀行が市場の想定外の0.25％の利下げを行い、政策金利を6.25％

としました。加えて、農業、輸出とハイテク産業等の特定産業への短期貸出金利の上限は6.5％へ引き下げられました。ベトナ

ム国立銀行は、ビジネスと経済の成長を支えることによってマクロ経済が安定することを期待する一方で、今回の利下げがす

でに急速に進んでいる貸出残高の増加に拍車をかけるのではないかという市場の懸念は認識しているとコメントしています。 

  当月のパキスタンのカラチKSE100指数は、前月末比－1.2％となりました。シャリフ前首相の汚職疑惑によってパキスタンの

株式市場は変動の大きいものとなりました。同首相の辞任は、最高裁判所での有罪判決と議員資格を剥奪する判決を受けた

ものです。これによって、パキスタン国内の政治的不透明感は、当面のところ払拭されるとみられています。経済指標をみる

と、6月の輸出額は前年同月比＋16.2％と5月の同－11.0％から跳ね上がった一方、6月の輸入額は同＋2.2％と前月より落ち

込みました。6月のCPIは前年同月比＋3.9％と落ち着いたものとなりました。当月、パキスタン国立銀行は金利を据え置き、格

付け会社であるムーディーズ社は引き続きパキスタンの格付けを「B3」で見通しは「安定的」としています。 

  当月のインドCNX NIFTY指数は、前月末比＋5.8％となりました。6月の日経インド製造業PMIは水不足と7月から実施される

物品・サービス税（GST）の導入懸念によって、前年同月比50.9と前月の同51.6を下回りました。6月の貿易収支は輸入額の伸

びが鈍化したことによって前月よりマイナス幅が縮小しました。6月のCPIは、前年同月比＋1.5％と食品価格のデフレーション

と燃料価格のインフレ緩和によって、インド準備銀行（以下「RBI」といいます）が目標としている水準を下回りました。このような

良好なインフレ環境を踏まえ、8月にRBIが金融緩和を行うと市場では予想しています。当月中旬に次期大統領選挙が行わ

れ、7月25日にコビンド氏が新大統領に就任しました。インドでの大統領職は、主に儀礼的な役割を担っており、経済への影響

力は限られています。 

  当月の中国のハンセン中国本土企業株25指数は良好な経済指標の発表を好感して前月末比＋5.7％となりました。2017年

第2四半期の実質国内総生産（GDP）成長率は、市場予測を上回る前年同期比＋6.9％となりました。製造業とインフラ開発へ

の投資額の増加を背景に、1月～6月の固定資産投資は前年同期比＋8.6％となりました。貿易収支では、6月の輸出額が前

年同月比＋11.3％と5月の同＋8.3％から増加した一方、輸入額も同様に同＋17.2％と増加しました。また、6月の資金調達総

額は1.78兆人民元、人民元新規貸出は1.54兆人民元と、両方とも市場予想を上回る水準となりました。 

 

 ベトナムについては、底堅い国内消費と強い伸びを見せる経済成長率、海外からの高水準の直接投資や製造業の勢いのある

成長によって、株式市場は恩恵を受けるであろうと見ています。投資先ファンドでは金融、テクノロジー、生活必需品セクターを中

心に、増加する国内需要と力強いGDP成長から恩恵を受けるであろう銘柄を特に選んで投資しています。 

  パキスタンにおいては、中国・パキスタン経済回廊（CPEC）計画によって恩恵を受けるであろう、素材関連銘柄、エネルギー関連

銘柄や、金融関連銘柄を選択して投資を行っていきます。政府の構造改革に対する努力は国内のマクロ経済環境の改善を引き

続き促すものと思われます。 

  インドについては、中期的視点においてマクロ経済情勢はとても良好で、政治的安定性、インフレ、財政収支や経常収支も改善

傾向が見られます。さらに、政府は物品・サービス税や破産倒産法の導入、インフラの整備という重要な構造改革を行い、中期的

に経済成長を促進させていくでしょう。よって投資先ファンドでは、都市化の加速や需要の増加から恩恵を受けるであろう金融関

連銘柄と小売関連銘柄、製造業関連銘柄から厳選した銘柄への投資を維持していきます。  

   中国については、政府が構造改革についてペースよりもその安定性に優先順位を置いたことにより、経済のハードランディング

のリスクが減少しました。投資先ファンドでは、国内の富裕層の増加、eコマースの普及や世界的なスマートフォンの買い替えサイ

クルによって恩恵を受けるであろう消費関連銘柄とテクノロジー関連銘柄への投資を維持していきます。また、クレジット商品や金

融商品の更なる国内での普及が見込まれるため、金融関連銘柄にも投資を行っていきます。 

 



現地月末最終営業日の新生・フラトンVPICファンドの投資先ファンドの組入上位10銘柄の概要です。

【組入上位10銘柄のご紹介】 

*上記銘柄の説明は投資先ファンドにおける銘柄のご理解を深めていただくために作成したものです。当資料に記載された銘柄の上昇・下落を示唆するもので
はありません。また当資料に記載された銘柄への投資を推奨するものではありません。  
*上記業種は、MSCI/S&P GICS※の業種区分に基づいています。 
※ MSCI/S&P GICSとは、スタンダード＆プアーズとMSCI Inc.が共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard =GICS)のことです。 
（注）組入比率は投資先ファンドの純資産総額に対する比率です。 

出所：Bloomberg、各社ホームページをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
 

銘柄名 国 セクター 銘柄説明 組入 (注)

比率

1
Vietnam Dairy Products JSC

ベトナム乳業
ベトナム 生活必需品

食品・乳製品メーカー。主な製品は、牛乳、コンデンスミルク、粉ミルク、ヨーグルト、ア
イスクリーム、チーズ、クッキー、コーヒー、ミネラルウォーターなど。従業員6,981人（16
年12月）。売上高47兆ベトナム・ドン（16年12月）。

9.2%

2
HDFC Bank Ltd

HDFC銀行
インド 金融

商業銀行。グローバルな企業に金融サービスを提供｡ コーポレートバンキングおよびカ
ストディ業務を行うほか、トレジャリー、キャピタルマーケット部門における業務にも注
力。アドバイザリー業務ならびに､国際預託証書 (GDR)､ ユーロ建て融資、ユーロ建て
債券などのマネーマーケット商品の販売も手掛ける。従業員数87,555人（16年3月）。
純利益1,529億インド・ルピー（17年3月）。

8.5%

3

Tencent Holdings Ltd

騰訊

 （テンセン・ホールディングス）

中国 情報技術
投資持株会社。中国、米国、 欧州などのユーザーにインターネットおよびモバイル付
加価値サービス（VAS）、オンライン広告サービス、電子商取引サービスを提供。従業
員数38,072人(16年9月）。売上高1,519億人民元（16年12月）。

6.4%

4
Maruti Suzuki India Ltd

マルチ・スズキ・インディア
インド

一般消費
財・サービス

自動車メーカー。インド国内の平均所得層をターゲットとした自動車をスズキ（日本）と
共同で製造、販売。従業員13,259人（16年3月）。売上高5,706億インド・ルピー（16年
3月）。

6.4%

5
Larsen & Toubro Ltd

ラーセン＆トゥブロ
インド

資本財・
サービス

建設会社・重機メーカー。大規模な建設プロジェクトを請け負うほか、海外重機メーカー
のインドにおける代理店業務を手掛ける。主な製品およびプロジェクトは、ブルドー
ザー、ロードローラー、酪農機械、 化学品・医薬品製造プラント、スイッチギア、食品加
工機械、飼料工場など。従業員数43,354人（16年3月）。売上高1兆134億インド・ル
ピー（16年3月）。

4.8%

6

JSC Bank for Foreign Trade of

Vietnam

ベトナム外商銀行

ベトナム 金融
商業銀行。主な業務は、預金、個人・法人向けローン、外国為替、クレジットカード提
携など。従業員数15,799人（17年3月）。純利益6.8兆ベトナム・ドン（16年12月）。

4.7%

7

GODREJ CONSUMER PRODUCTS

LTD

ｺﾞﾄﾞﾚｼﾞ･ｺﾝｼｭｰﾏｰ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ

インド 生活必需品

家庭用品メーカー。各種ケア製品（パーソナルケア、ヘアケア、家庭・繊維用ケア）を製
造。主な製品は、化粧石鹸、化粧品、シェービングクリーム、タルカンパウダー、家庭
用・衣類用洗剤など。従業員2,239人（15年3月）。売上高896億インド・ルピー（16年3
月）。

4.3%

8
SUNNY OPTICAL

サニーオプチカル・テクノロジー
中国 情報技術

光学機器メーカー。光学および光学関連製品を設計、製造する。主な製品は、ガラス/
プラスチックレンズ、プリズム、携帯電話カメラモジュール、顕微鏡、測量器、分析装置
など。従業員17,668人（16年6月）。売上高107億人民元（15年12月）。

4.3%

9
YES Bank Ltd

イエス銀行
インド 金融

商業銀行。総合的なバンキング・金融ソリューションを提供。食品・農業関連、ライフサ
イエンス、ヘルスケア、バイオテクノロジー、通信、 メディア、IT およびインフラ開発業
界などの顧客に注力。従業員数15,000人(16年3月）。純利益334億インド・ルピー(17
年3月)。

4.1%

10
Engro Corporation Ltd.

アングロ
パキスタン 素材

肥料メーカー。肥料・プラスチックの製造・販売、発電、食品加工に従事。窒素・リン
酸・混合肥料、ポリ塩化ビニル樹脂、産業オートメーション製品の製造をはじめ、発電
所開発、乳製品製造、液化石油ガス・液状化学品タ ーミナル運営を手掛ける。従業員
1,996人（2016年12月）。売上高1,572億パキスタン・ルピー（2016年12月）。

4.0%
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各市場の株式指数と為替の動き 

●インド● ●中国● 

●パキスタン● ●ベトナム● 

●VPIC参考指数の推移● 

（注）ベトナム・ドン(対円）の為替レートは、10,000ベトナム・ドン当たりの円
表示となっています。 
＊1 ベトナムVN指数は、ホーチンミン証券取引所上場の全銘柄からなる
時価総額加重平均指数です。2000年7月28日を基準日としています。 
＊2 カラチKSE100指数は、パキスタン証券取引所の34業種それぞれから
時価総額が最上位の企業を選定し、さらに、業種にかかわらず時価総額
上位66社を加えた計100銘柄で構成されます。 
＊3 インド CNX NIFTY指数は、浮動株調整時価総額加重平均指数です。
ナショナル証券取引所に上場する大手企業からなる主要株価指数。市場
の24セクターを代表する50銘柄で構成されます。 
＊4 ハンセン中国本土企業株25指数は、ハンセン中国本土企業浮動株
指数のサブインデックスです。ハンセン中国本土企業浮動株指数の調整
時価総額上位25銘柄で構成されます。 
＊5 VPIC参考指数(円換算）は、ベトナムVN指数、カラチKSE100指数、イ
ンド CNX NIFTY指数、ハンセン中国本土企業株25指数の各指数（円換
算）を20％、20％、30％、30％の基本構成比に基づき、新生インベストメン
ト・マネジメントが独自に算出したものです。2007年9月28日を100として指
数化しています。 
 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
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【投資リスク】投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 

 当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これ
らの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変
動リスクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本は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、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金
とは異なります。 
 

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。 
 

《主な基準価額の変動要因》 
 

1.価格変動リスク（株価変動リスク） 
当ファンドは、主として投資信託証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や国
内外の政治･経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは
大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の価格の下
落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。 
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国･地域の株式を実質的
な投資対象としますが、そうした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定す
る株価と乖離した価格で取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因とな
り、その結果投資元本を割込むことがあります。 
  

2.為替変動リスク 
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通
貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。
為替レートは、各国の経済･金利動向、金融･資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。 
また当ファンドは、先進国の金融商品市場に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい国･地域を実質的な投資
対象としますが、そうした国･地域の為替相場は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定
する為替レートと乖離したレートで取引を行わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落
要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。 
 

3.カントリーリスク 
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨規
制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 
特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、経済状況等の悪化の影響が大きく
なり、そのため金融商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。また政治不安などが金融
商品市場や外国為替市場に大きな変動をもたらすことがあります。先進国と比較し、経済状況が大きく変動する
可能性が高く、外部評価の悪化や経済危機等が起こりやすいリスクもあります。さらに大きな政策転換、規制の
強化、政治体制の大きな変化、テロ事件などの非常事態により、金融商品市場や外国為替市場が著しい悪影響
を被る可能性があります。自然災害の影響も大きく、より大きなカントリー･リスクを伴います。 
 

4.信用リスク 
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに対する外部評価
の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。 
特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営･財務状況の急激な悪化や経営不安･破綻が起こりやすいリスクが
あります。 
 

5.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。 
●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を 
   中止することやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。  
●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクが 
  あります。 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
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お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

【直接的にご負担いただく費用】（消費税率が8%の場合）
購入時手数料

信託財産留保額

【間接的にご負担いただく費用】（消費税率が8%の場合）

0.3996%

(0.37%)

0.7560%

(0.70%)

0.0540%

(0.05%)

※ 「その他の費用・手数料」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※ 当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

運営および一般管理費 監査報酬、有価証券等の売買手数料等です。

投資対象とする投資
信託証券・年率

0.90% 投資運用の対価です。

実質的な負担・年率    2.1096%程度（税込）

信託事務の処理に
要する諸費用等

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等です。
当該費用が日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計

算期末または信託終了の時にファンドから支払われます。ただし、ファン
ドの純資産総額に対して年率0.10%（税込）を上限とします。

投資先ファンド 保管報酬、事務代行報酬、
登録、および名義書換代行
報酬等

保管および事務代行ならびに資産管理等に対する対価です。

その他の費用
・手数料

当ファンド
財務諸表監査に
関する費用

監査に係る手数料等（年額105万円（上限）および消費税）です。

当該費用が日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計

算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。

(委託会社) 委託した資金の運用の対価です。

(販売会社)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の
対価です。

(受託会社) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

購入価額に3.78%（税抜3.5％）を上限として、販売会社が独自

に定める率を乗じて得た額とします。

当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する
事務手続き等の対価です。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

運用管理費用
（信託報酬）

(括弧内数字は税抜)

当ファンドの運用
管理費用・年率

（信託報酬）

1.2096% 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
(1.12%) 日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最

初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎

計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

【お申込みメモ】投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
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ファンド名 
商品分類 

当初設定日 
信託期間 
決算日 

購入・換金 
申込不可日 
 
 
 
 

申込締切時間 
購入・換金単位 
収益分配 
 
 
購入価額 
換金価額 
 
換金代金 
課税関係 
 

新生・フラトンVPICファンド 
追加型投信/海外/株式 

2007年9月28日（金） 
無期限とします。 
原則として、毎年8月26日（休業日の場合は翌営業日）とします。 

販売会社の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合は、購入および換金のお申込みはできません。 
●シンガポールの銀行休業日およびその前営業日 
●ホーチミン証券取引所の休業日 
●パキスタン証券取引所の休業日 
●ボンベイ証券取引所の休業日 
●香港証券取引所の休業日 
午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 
販売会社が定める単位とします。 
年1回の決算時に、原則として収益の分配を行います。 
※分配金を受け取る「一般コース」と自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。なお、どちら 
か一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に、0.3％の率を乗じて得た額）を 
控除した価額とします。 
原則として換金申込受付日から起算して、8営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。 
課税上は株式投資信託として取り扱われます。 
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 
 



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 ○

金融商品取引業者名（五十音順） 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

○関東財務局長（金商）第44号

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者

SMBC日興証券株式会社
（「ダイレクトコース」及び「投信つみたてプラン」

でのお取扱いとなります。）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

近畿財務局長（金商）第15号

株式会社SBI証券 金融商品取引業者

（2017年8月16日現在）

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

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○ ○ ○

○

○ ○

○

○

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 ○

株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

関東財務局長（金商）第53号岡三証券株式会社 金融商品取引業者

ばんせい証券株式会社

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 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第148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 ○

丸近證券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第35号

【委託会社、その他関係法人】 

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報
の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内容も将来の
投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証
されているものではありません。ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご理解の上、ご自身でご判断ください。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が
登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。 
 

月次レポート 7/7 
2017年7月31日現在 

委託会社 

  

   

   

 
受託会社 
販売会社 

   

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）  
03-6880-6448（受付時間：営業日の9時～17時) 
ホームページアドレス：http://www.shinsei-investment.com/ 
登録番号 金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第340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  
三井住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等） 
下記参照（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）                                                         

                                           

【｢R＆Iファンド大賞2017｣】の表示に関するご注意 

 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉ等が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉ等が保証
するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありま
せん。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以
外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請
されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉ等に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託
／総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドにつ
いて運用実績が優れていることを示すものではありません。 
各ファンドの3 年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1 社を「最優秀賞」、次位2 社を「優秀賞」とし
て表彰している。 


