
1/6 
作成日：2015年3月5日 
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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
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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。  

＊1 BRICSとは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの総称。 
＊2 コアインフレとは、食料品、エネルギー価格など変動の大きな品目を除いた物価上昇率を示す。 
＊3 物価上昇率は低下傾向にあるが、デフレーションにはなっていないこと。 
※インドCPI：2015年1月末は新ベースのCPI（基準年と品目変更） 
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 

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド 

サプライズ利下げ 

 3月4日、インド準備銀行（以下、「RBI」といいます）は予想外のタイミングで緊急政策決定会合を開き、政策金
利であるレポ金利を0.25％引下げ、7.50％としました。 

 かかる中、当ファンドが投資する外国投資信託「United China-India Dynamic Growth Fund JPY Class」受益
証券（以下「投資先ファンド」といいます）のインド株式等の運用助言を行っているUTIアセット・マネジメント（以下
「UTI」といいます）のコメント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。 

＜運用会社からのコメント（2015年3月4日現在）＞ 

利下げに対する市場の反応 
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 BRICS＊1のCPI推移（前年同月比）                      
（期間：2012年1月末～2015年1月末、月次） 

 市場は今後数ヵ月のうちに利下げが行わ
れることを見込んではいたものの、2015年
度（2015年4月～2016年3月）予算案で発

表された、財政赤字の対国内総生産（以下、
「GDP」といいます）比の目標が3.9％と予想
より高い水準に設定されたことから、債券価
格がここ数日間下落していました。しかし、
緊急利下げを受けて、債券市場はポジティ
ブな反応を示し、インド10年物国債の利回り
は前日比0.08％低下（価格は同0.50％上
昇）しました。 

インフレの沈静化／インフレ目標 

 2015年1月の消費者物価指数（以下、
「CPI」といいます）は前年同月比＋5.11％
と、2015年1月までのインフレ目標である同
＋8.00％を既に下回っています。また、食
品価格が低下し、コアインフレ＊2が指数の
基準改定により、史上最低水準に達するな
ど、インフレは沈静化してきています。した
がって、ディスインフレ＊3はRBIが2014年1

月に導入したインフレ目標に沿って、当初
予想していたペースよりも早く進んでいます。
CPIは、2015年度の上半期には、ある程度
上昇する見通しですが、同年度の下半期に
6.00％以下の水準で安定するとRBIは予想
しています。RBIは、2016年度からの2年後
までに、政府と合意したCPIの目標である
4％達成を目指しています。 

 インドのCPI推移（前年同月比）                      
（期間：2012年1月末～2015年1月末、月次） 

2015年1月までの          
インフレ目標：   
＋8.00％ 

 2016年1月までのインフレ目標：＋6.00％ 

（％） 
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＜運用会社からのコメント（2015年3月4日現在）＞ 

 RBIは、2015年度予算案で発表された財政赤字の対GDP比目標が前回発表時よりも高く設定されたことを
懸念しましたが、過去から積み残されてきた問題の処理に向けて、財政再建計画を同時に修正したため、財
政赤字削減の目標が若干先送りされることは許容できる、と評価しています。 

当ファンドへの影響、今後の見通し 

 今回の利下げで、RBIと政府は経済成長の方向性でようやく協調姿勢に入った様子です。しかし、マクロ経
済における資本コストの削減や、銀行の貸出金利を引下げるためにも、一段の追加利下げが求められます。
利下げは直接的に国内ビジネスの成長を促します。UTIは、GDP成長率の加速が、銀行、自動車・自動車部

品や消費財セクターの収益性改善につながると考えており、これらのセクターについて引き続きポジティブな
見方を維持します。また、利下げによる直接的な恩恵を受けるわけではないものの、引き続き情報技術サー
ビスやヘルスケアセクターに対するポジティブな見方を維持します。                                            

 BRICSの政策金利推移＊                      
（期間：2012年1月末～2015年3月4日、日次） 
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＊ ロシアの政策金利のみ、期間：2013年9月23日～2015年3月4日。 
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 
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＜当ファンドの特色＞ 

＊1：中国本土市場の株式（Ａ株、Ｂ株）や中国本土市場以外の株式（Ｈ株、レッドチップ、Ｓ株や香港株式）、また預託証書等に投資する場合があり、これらを   
   総称して「中国株式等」といいます。 
＊2：インドの金融商品取引所上場株式への投資に加えて、預託証書等に投資する場合があり、これらを総称して「インド株式等」といいます。 

■主として、中国ならびにインドの株式等へ投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。 
   ・中国株式等ならびにインド株式等への投資は、シンガポール籍の円建て外国投資信託「United China-India Dynamic 
    Growth Fund JPY Class」受益証券への投資を通じて行います。 
■中国株式等＊1とインド株式等＊2の構成比率を変動させます。 
■投資先ファンドの運用会社はUOBアセットマネジメント・エルティディです。 
   ・インド株式等の運用については、UTIインターナショナル（シンガポール）プライベート・リミテッド（以下、「UTIインター 
    ナショナル」といいます）がUTIアセット・マネジメントからの助言に基づいて行います。 
■実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。 
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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。 
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【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。 

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド 
追加型投信/海外/株式 
2009年12月18日（金） 
原則として、2019年11月29日（金）までとします。 
原則として、毎年11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。 
●シンガポールの銀行休業日およびその前営業日 
●上海証券取引所の休業日 
●深圳証券取引所の休業日 
●香港証券取引所の休業日 
●ムンバイ証券取引所の休業日 
●ナショナル証券取引所の休業日 
午後3時までに、販売会社が受付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ないます。 
※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。 

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 

 

 

 
購入価額に3.78％（税抜3.5％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額としま
す。 
 
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じ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年率2.0312％程度（税込） 
 *当ファンドの運用管理費用（信託報酬）：年率1.2312％（税抜1.14％）、投資先ファンド運用管理
費用（信託報酬）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。 
 

お客様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 
 
【信託財産で間接的にご負担いただく費用】（消費税率が8％の場合） 

 
 
運用管理費用 
（信託報酬）等 
 
 
 
その他費用・手数料 

なお、お客様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。 
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新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 

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。  

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  
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）                                                          
                                           

(2015年3月5日現在)   

【委託会社、その他関係法人】 

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

金融商品取引業者名（五十音順） 登録番号
日本証券業

協会

○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者

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44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 ○


