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中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド
中国経済の悪化を受けた今後の見通しについて

中国経済の悪化に端を発し世界的な金融不安が広がっております。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）の運用を行ってい
るUOBアセットマネジメントンド（以下「UOB」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8月25日現在）＞

市場環境について

かねてより中国経済の減速懸念が原油需要の減退をもたらし、アジアをはじめとしてグローバル規模の経済実体活動
を鈍らせるリスクが意識されていましたが、8 月21 日に発表された財新/マークイット中国製造業購買担当者景気指数
（PMI）（以下、「マークイット製造業PMI」といいます。）速報値（8 月分）が市場予測の48.2 に対し47.1 と、2009 年3月以来
約6年半ぶりの低水準となったことが決定的なきっかけとなり、市場において投資家のコモディティや為替ポジションを含
むリスク資産から逃避する動きがパニック的に加速したことが、この日の大きな下落の原因と考えられます。

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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＊1 期間は1995年9月～2015年9月の四半期ベース、但し2015年9月は、
2015年8月26日時点の値

＊2 MSCIインク社が算出するアジアの各株価指数のPBR

今後の見通しと投資スタンス

6 月下旬から7 月中旬にかけての中国本土株式市場の急落時以降、中国当局は株式市場を下支えするための対策
を打ち出したほか、同国経済（特に輸出部門）を支援する効果をもたらす、人民元の為替レートの元安方向への誘導も
行いました。それにもかかわらず、上記の通り、8月のマークイット製造業PMI 速報値を契機として、投資家は中国株だ
けでなく新興国株式市場全般を売り込む形となりましたが、同国政府が打ち出したインフラ投資の拡大策の効果や、こ
こにきて堅調な動きを示し始めている不動産販売状況を好感した不動産投資の拡大の効果が、タイムラグを伴いながら
も2015 年第4 四半期末以降に徐々に表れてくるものとみられます。

また、株式バリュエーション的にみても、アジア地域、特に中国株式市場はリーマンショック（2008年9月）後の金融危
機時のレベル、あるいは当時を下回る水準にまで落ち込んでいます。

具体的には、MSCI アジア（日本を除く）株式指数の直近の株価純資産倍率(以下、「PBR」といいます。)は1.22 倍
（8月25日時点）と、2008 年～2009 年の期間に記録した 低水準である1.27倍＊1を下回る水準となっています。

その当時と比較して、政府借入水準が上昇している
分、中国政府による景気刺激のための財政出動余力
は限定されているため、PBR が2008 年～2009 年水
準を下回り、一時的にオーバーシュートする可能性は
排除できないものの、2003 年のSARS 問題の時の
1.20倍＊1といった過去の経験からも、PBR がここから
更に大きく低下するのは見込みにくいと考えます（但し、
1997 年～1998 年のアジア通貨危機時や、2001年の
グローバル・リセッション時には0.93倍＊1まで低下した
こともあります）。MSCI 中国株式指数のPBR は直近
で1.21 倍（8月25日時点）となっており、既に2008 年
9月の1.97倍＊1を下回っていることから、こちらもここか
らの下値余地は限定的であるとみています。

中国株式市場が既にバリュエーション上の下値余地
が限定的である状況を勘案し、ファンドでは中国及び
インド株式市場について過度に悲観的になることはな
いと考えています。しかしながら、短・中期的に投資家
が自信を回復し、当該市場が上向くためには何らかの
材料が必要なことは確かであり、その材料とは中国政
府が追加的政策を打ち出すことであると考えます。早
晩、そうした政策出動があり得るとファンドではみてい
ます。

【中国、インド株式市場のPBR ＊2の推移＊1】

（倍）
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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、社会不安や対外関係の悪化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（格付けの低下）、経営不安・破綻、金融危機、経済危機等が起りやすいリ
スクもあります。また決済の遅延・不能や決済制度上の問題も生じやすい面があります。さらに大きな政策転換、海外からの投資に対
する規制や外国人投資家に対する課税の強化・導入、外国への送金・資産凍結などの規制の強化・導入、金融商品取引所・市場の閉
鎖や取引規制、クーデター、政治体制の大きな変化、戦争、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.中国A株投資にかかわるリスク
当ファンドの投資先ファンドは、上海市場と香港市場の株式相互取引制度である「上海香港ストックコネクト」を通じて、中国A株に投資
することがあります。中国A株投資にかかわる主なリスクは以下のとおりです。ただし、中国A株投資にかかわるリスクは以下に限定さ
れるものではありません。
＜流動性リスク＞
当ファンドは、投資先ファンドを通じて、中国A株に投資します。中国本土の証券市場・取引所においては、長期間にわたる個別銘柄の
売買停止措置がとられることがあり、多数の銘柄が売買停止となった場合、その影響で当ファンドから投資先ファンドの購入・解約がで
きなくなる恐れがあります。この場合、当ファンドの購入・換金のお申込みを停止する、あるいは、いったん受け付けた購入・換金のお申
込みを取り消すことがあります。
＜その他のリスク＞
「上海香港ストックコネクト」を通じた中国A株投資においては、投資枠の制限、売買停止措置などの取引制限をはじめとした中国当局
の規制の影響を受け、運用上に支障をきたす恐れがあります。また、「上海香港ストックコネクト」での取引停止や中国本土市場と香港
市場の休業日の違いにより、中国本土市場の急変や株価の大幅な変動時、対応できない恐れがあります。
「上海香港ストックコネクト」を通じた中国A株投資においては、中国本土の決済機関のデフォルトなどにより、決済不可や遅延などが発
生し、投資先ファンドに損失が発生するリスクがあります。また、中国の証券関連の法令・制度等には近年制定されたものが多く、その
解釈や運営は必ずしも安定していません。株式投資にかかわる中国国内の課税の取扱いなどを含め法令・制度等の大幅な変更により、
投資家が不利益を被る恐れがあります。

5.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。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生す
ることがあり、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。

6.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。

ファンド名 中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド

商品分類 追加型投信/海外/株式

当初設定日 2009年12月18日（金）

信託期間 原則として、2019年11月29日（金）までとします。

購入・換金単位 販売会社が定める単位とします。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金価額 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。

換金代金 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。

申込締切時間 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。

換金制限 大口の換金には制限を行う場合があります。

購入・換金申込受付
の中止及び取り消し

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、購入・換金のお申込みの受付を
中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了
させること（繰上償還）ができます。

・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

決算日 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。

収益分配金
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。

信託金の限度額 2,000億円を上限とします。

購入・換金申込
不可日

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
・ボンベイ証券取引所の休業日
・ナショナル証券取引所の休業日

課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税制上、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。

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

●お客さまが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

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。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

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％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

●お客さまが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）

（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）

1.2312%（1.140%）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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 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。

（委託会社） 0.44820%（0.415%） 委託した資金の運用の対価

（販売会社） 0.75600%（0.700%）
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

（受託会社） 0.02700%（0.025%） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

投資対象とする
投資信託証券・年率 0.80％ 投資運用の対価

実質的な負担・年率 2.0312％程度（税込）
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※「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。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続き・手数料等」をご覧ください。

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105万円および消費税）
監査費用が日々計上され毎計算期間の 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。

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
日々計上され毎計算期間の 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

受託会社報酬
投資先ファンドの運用財産の管理等に対する対価
年率0.10％（ 低5,000シンガポールドル／ 年）

登録費用
投資先ファンドの登録に対する費用15,000シンガポールドルまたは0.125％
のいずれか高い金額（ 大25,000シンガポールドル）

事務管理費用 事務管理代行および投資先ファンドの会計処理に対する対価年率0.10％

信託事務の処理に要する
諸費用等

投資先ファンドの監査に係る費用、保管報酬、法定書類の作成費、投資先
ファンドに関する租税等

【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）

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8月27日現在）

○ ○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 ○

○

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 ○

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
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ご留意いただきたい事項

 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ファンドの仕組み等をご理解いただくために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・保障するものではありません。

 ファンドは、実質的に株式など値動きのある資産（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、

市場環境等により基準価額は変動します。したがって元金保証および利回り保証のいずれもなく、運用実績によっては投資元本を

割込むおそれがあります。

 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。

 お申込の際には、あらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）をお受取りいただき、必ず内容をご理解のうえ、お客様

ご自身でご判断ください。

 投資信託は預金や保険とは異なり、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。

 販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

 投資信託のお申込に時には購入手数料、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。


