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 新生・ズベルバンク ロシアファンド 

ウクライナ総選挙と今後の見通し 

 【株式：ロシア RTS指数の推移】                   
（2014年1月1日～2014年10月28日、日次） 

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成 

 【為替：ロシア・ルーブル（対円）の推移】                
（2014年1月1日～2014年10月28日、日次） 

（円） （ポイント） 

 10月26日、ウクライナ総選挙が行われました。出口調査＊によると、得票率はポロシェンコ連合とヤツェニュク首
相率いる国民戦線がそれぞれ約22％となり、親欧米派が勝利する見通しとなりました。多くのエコノミストはポロシェ
ンコ連合の単独過半数を確実視していたものの、上述の結果はほぼ予想通りでした。ズベルバンク・アセット・マネ
ジメントでは、ポロシェンコ連合と国民戦線で連立政権を樹立するため、政策を大きく変更することは無いと考えて
います。総選挙後は、ウクライナ議会はガス供給問題などに対処するために、対ロシア姿勢が前向きになる見込み
です。 

 

＊正式な選挙結果は10月30日発表予定 

 

 これを受けて、ウクライナの状況と今後の見通しについて、当ファンドの主要投資対象である外国投資信託（以下
「投資先ファンド」といいます）の運用会社であるズベルバンク・アセット・マネジメントが作成したコメント（2014年10

月27日現在）をもとにレポートを作成いたしましたのでご覧ください。 
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＜年初来のロシア市場の動向＞ 
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  当月、最も重要なイベントは17日にミラノで開催されたロシアのプーチン大統領とウクライナのポロシェンコ大統
領の会談でした。同会談の内容は主にロシア産のガス供給をめぐる問題で、最終的な解決には至りませんでした。
また、同会談でドイツ、イタリア、フランスとロシア、ウクライナ各首脳は、9月5日のベラルーシ・ミンスクでの合意に
基づき、停戦の履行およびウクライナ・ロシア間の国境問題について協議しました。さらに、欧州連合（以下「EU」と
いいます）首脳陣は、10月24日に経済制裁を解除しなかった主な理由がウクライナと親ロシア派分離主義武装勢
力が停戦合意後も戦闘を続けたことにあると主張しました。依然として散発的に砲撃が行われ、ウクライナでは、
不安定な状況が続いています。しかし、ズベルバンク・アセット・マネジメントでは、少しずつではありますが同国の
状況は改善してきていると考えています。ウクライナ・親ロシア派分離主義武装勢力間の大規模な戦闘は無く、5
日間戦闘が無かった場合、両者は前線から重火器を撤収させることで合意しています。                                            

＜運用会社からのコメント（2014年10月27日現在）＞ 

ポイント①これまでのウクライナの状況 

ポイント②ウクライナへのガス供給 

 ガス供給の再開は、直近のウクライナ情勢で一番注目されている問題です。17日にロシア、EU、ウクライナの各
国首脳を交え、ガス供給問題を議題として5回目の会談が開催されました。特に議題にあがったのは、ウクライナ国
営天然ガス会社ナフトガスのロシア国営天然ガス会社ガスプロムに対する未払いのガス代金でした。ガスプロムは
、ナフトガスの未払い額が52億米ドルに達したことから、6月にウクライナ向けのガスの供給を止めました。ガスプロ
ムによると、ウクライナへのガス供給を再開させるためには、ナフトガスは10月末までに最低14.5億米ドル、2014

年末までに16.5億米ドルを支払う必要があります。供給が再開されると、ガスプロムはウクライナに対し備蓄するの
に十分なガス供給を行えることになり、冬期の間の欧州へのガス輸出が滞る可能性も減少します。ガス代金に関し
て、ロシアとウクライナは、EUが9月下旬に提案した冬期対策案を軸に最終合意する見込みです。提案内容は、今
後4ヵ月間ロシアがウクライナにガスを1,000立方メートルあたり385米ドルで供給するというものです。次回のガス
供給再開に関する会談は29日に開催される予定です。                                              

ポイント③経済制裁は継続 

 10月24日、EUはロシアに対する経済制裁を継続することを決定しました。28日に開催予定のEU外相会議では、
ウクライナ総選挙後の同国の状況について協議される見込みです。また、10月末までにEUは経済制裁によるロシ
ア経済への影響を検証する調査書を用意する予定です。これを受けて、対ロシアの経済制裁の効果を検証し、さら
に踏み込んだ議論になる可能性があります。ロシアのウクライナへのガス供給再開を巡る協議が29日に予定され
ており、市場から注目されています。短期的には、市場は経済制裁の解除は無いと見込んでいます。しかし、ズベ
ルバンク・アセット・マネジメントでは、ガス供給再開を背景に経済制裁緩和の案が出てくれば、株式市場に力強い
推進力を与えるものと考えています。 

ポイント④ロシア株式市場の今後の見通し 

 ズベルバンク・アセット・マネジメントは、ウクライナ東部の停戦が続く限り、同国の情勢は改善しており、ロシア株
式市場に大きな影響を与えないと考えています。一方総選挙終了後、ウクライナ政府は、同国の経済・政治の混乱
からの脱却のために必要な政策に注力する見込みです。これを受けて、ガス供給の再開を背景に、ウクライナ情勢
の改善や、対ロシアの積極的な対話を実現出来る可能性があります。 

 ロシア株式市場のバリュエーションをみてみると、代表的な株式指数であるRTS指数の株価収益率（PER）は4.6

倍となっており、MSCIエマージング・マーケット・インデックスと比べて50％以上割安の水準で取引されています。                   



●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。●取得の申
し込みに当っては、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。 

3/5 
作成日：2014年10月29日 

新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

【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。 
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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 

 

 

 

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】（消費税が8％の場合） 
 

購入時手数料 

 

 

信託財産留保額 

 

【信託財産で間接的にご負担いただく費用】（消費税が8％の場合） 
運用管理費用 

（信託報酬等）等 

 

 

 

その他費用・手数料 

 

 

 

 

 

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、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。 

【お申込みメモ】投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 

 
 
 
 
 

新生・ズベルバンク ロシアファンド 

 

追加型投信/海外/株式 

 

2008年5月30日（金） 
 

無期限とします。 

 

原則として、毎年5月29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、下記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。 

●ダブリンの銀行休業日 

●ロシア取引システム（RTS）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、7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。 

 

 

 

 

 

購入価格に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。 

 

 

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。 

 

 

純資産総額に対して1.992％程度（税込） 
*当ファンドの運用管理費用（信託報酬）：年率1.242％（税抜1.15％）、投資先ファンドの運用管理費用 

 （信託報酬）：年率0.75％を合算したものがお客さまに実質的にご負担いただく費用の概算値です。 

 

 

当ファンドからは、財務諸表監査に関する費用等の諸費用、信託事務の処理に要する諸費用等、投資先 

ファンドからは保管報酬、事務処理に要する諸費用、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託 

手数料およびファンド設立費用等が支払われます。 

※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することが 

できません。 

 



●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。●取得の申
し込みに当っては、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。 

5/5 
作成日：2014年10月29日 

新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

【委託会社、その他関係法人 】 

委託会社    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 協会会員番号 第011-01067号 

受託会社    株式会社りそな銀行（信託財産の管理等） 
販売会社    下記参照（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）                                                          

                                                                 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

（2014年10月29日現在） 

三田証券株式会社 金融商品取引業者

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 ○ ○

関東財務局長（金商）第175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 ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 ○

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

金融商品取引業者名（五十音順）

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15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

○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○株式会社SBI証券

○

○

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

○

○


