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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

巻末の「投資リスク」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

販売用資料

ファンド・マネジャー通信②

＜ファンド・マネジャーからのコメント（2020年8月11日現在）＞

 インドの直近の金融政策と発表された今後の見通し

コロナショックから立ち上がるインド経済

インド準備銀行（RBI）は8月6日の政策決定会合で、政策金利を3会合ぶりに据え置き4.0％とし、政策スタン
スについても「緩和的」を維持しました。RBIは、インフレについて、9月頃まで高めで推移し、その後は落ち着い
ていくとの見通しを示し、2020年度のインド経済はマイナス成長になるとの見方を示しました。

 インド経済に見られる回復の兆し

一方で、経済は緩やかながら改善の兆しを見せています。その兆しは以下のようなデータによって裏付ける
ことができます。

インドで新型コロナウィルスの感染拡大の勢いが強まっています。8月20日時点で感染

者は280万人を超えており、感染者数では米国とブラジルに次いで世界で3番目となって

います。感染拡大は未だ鎮静化していないものの、6月からロックダウン（都市封鎖）が

徐々に解除され、経済活動は正常化に向けて少しずつ動き始めています。インド経済の

現状と政府の政策、今後の見通しについて、新生・UTIインドファンドが投資する外国投資

信託「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」Class A 投資証券（以下、「投資先ファン

ド」）のファンド・マネジャーであるアジェイ・ティアギ氏のコメントをもとにレポートを作成い

たしました。

1. 道路交通量とEウェイビル（物品移動のための電子貨物運送状）
都市部の道路交通量は4月の 悪期から改善の兆しを見せています。Eウェイビル（E Way bills）の日々の
件数はインド全土の物流の状況を表します。2020年2月は日次で平均190万件提出されていたEウェイビル
は、ロックダウンの影響を受けた4月には平均30万件にまで減少しています。 7月に提出されたEウェイビ
ルは、1日平均160万件にまで回復しています。

2. 電力消費量
新型コロナウィルスの感染拡大は、ロックダウンや工場閉鎖を長期化させ、その間の電力消費は大幅に
減少しました。2020年の電力消費量を昨年同時期と比較すると、2月は6％増加していた消費量が、4月は
マイナス33％と激減しました。しかし、今年7月の電力消費量は昨年7月と比べると、わずか3％の減少にと
どまっており工場の操業再開にともない、インド経済が徐々に回復の途にあることが見て取れます。

3. 自動車販売台数
6月の自動車販売台数は、4月と5月の状況に比べ大幅な改善がみられます。特に、二輪車市場の改善は
顕著で、今年1月に134万台だった販売台数が4月のロックダウンで一気にゼロまで落ち込みましたが、6月
には101万台まで回復しています。同様にトラクターの販売台数についても、今年1月には前年同月比＋
3.3％だった販売実績が4月は同▲80％まで落ち込みましたが、6月には＋20％にまで回復しています。乗
用車市場においても、今年1月の販売台数約26.2万台が、4月はゼロに沈み、6月には約11.7万台まで回復
しています。7月の自動車販売台数の正式なデータはまだ公表されていませんが、業界関係者によると前
年同月比でかなりの回復が見込まれるようです。

4. 鉄道による物流の動き
インドの鉄道が輸送する物流の変化もインドの経済活動の状況を把握するためには重要な指標です。鉄
道による1日当たり平均輸送量は今年3月から4月にかけて大きく減少しましたが、6月には3月の輸送量の
水準まで回復しています。

5. 雇用の状況
インド経済モニタリングセンター（CMIE）の予測値によると、全国レベルでみたインドの失業者数は今年1月
以前の水準まで減少しています。失業率（予測値）は1月に7.2％であったものが、4月に24％、5月には27
％まで上昇しましたが、CMIEによると、8月の予測値は第1週の時点では7.2％まで低下してきているようで
す。
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＜ファンド・マネジャーからのコメント（2020年8月11日現在）＞

 インド政府が打ち出す経済自立性強化策

インド政府は、自国の海外依存を軽減し、経済の耐性を強化するため、広範な業界に経済的インセンティ
ブを与えることにより国内生産の強化を目指しています。国内の産業の育成と強化に向け、以下のような施
策を打ち出しています。

6. 原油関連製品の消費状況
経済活動の回復は、原油消費量によっても確認することができます。インド石油省傘下の石油計画・分
析室（PPAC）によると、インドの月間石油消費量は4月に97万トンに減少しましたが、6月には228万トンま
で増加し、3月の216万トンの水準まで回復しています。軽油の消費量についても、4月に3月の消費量の
約半分まで減少し、その後6月には3月の消費量（565万トン）の水準まで回復しています。

7. 第1次融資返済猶予（モラトリアム）と第2次モラトリアムの比較
RBIは3月に、銀行とノンバンクによる全ての融資の元利支払いを3カ月間猶予する措置を打ち出しました
（第1次モラトリアム）。第１次モラトリアムでは、大手民間銀行の全貸出の約25％がモラトリアムを申請し
ましたが、第2次モラトリアム（返済期限を6月1日から8月末まで更に3ヵ月延長）の申請は貸出全体の約
13％にとどまっています。経済の正常化に伴い、収入の水準が回復し、債務の返済が可能になってきて
いることを示しています。

8. 中小企業向け運転資金支援策
5月に財務省は、中小企業の資金繰り支援策として、3兆ルピー規模の無担保ローンの提供を発表しまし
た。返済猶予1年で企業の日々の運転資金を補うための資金を無利子で提供するもので、3兆ルピーのう
ち、1.37兆ルピー分の融資が承認され、9,200億ルピー分の融資がすでに実行されています。

1. PLIスキーム
PLI（Production Linked Incentive Scheme）とは、インドに海外の大手製造業を誘致するためのインセンテ
ィブ政策で、政府が特定した業種で大規模な生産を行う業者に対し、決められた期間の売上の増加分に
対し一定の割合（業種によって4％～6％）をその後5年～6年に渡って、政府が補助金として支払うという仕
組みです。PLIは以下のような業種に適応されます。
●携帯電話や特定電子部品
●医療機器
●医薬品原薬（API）などの医薬化学品
●電子機器製造のための工業団地建設

2. 国家インフラストラクチャー・パイプライン（NIP）計画
インフラ整備の遅れはインドの国際競争力向上を阻む大きな一因となっています。今後、グローバル企業
が生産拠点を中国からその他の新興国に分散させる中で、事業展開に必要なインフラを整えることはイン
ド政府にとって喫緊の課題となっています。政府は、NIP計画（数年にわたり実質国内総生産（GDP）の5～
10％、合計で111兆ルピー規模の投資計画）を立ち上げ、以下のインフラを重点的に整備する計画です。
●港湾の相互アクセスの改善
●貨物専用鉄道（DFC）網の整備
●空港の近代化
●産業用倉庫の整備
●補助金付リース契約可能な政府用地や工場などの製造施設
上記のようなインフラが整備されれば、インドには安価な資本、教育水準の高い労働力などの強みがあり
より多くの企業を海外から誘致することが可能であると考えます。

3. 国内防衛産業の保護
国内の防衛産業の支援策として、ラジナス・シン防衛相は、8月9日に小型戦闘ヘリコプターや輸送機を含
む101科目の兵器や戦闘関連機器の輸入を段階的に2024年まで規制すると発表しました。財務相は、今
回の輸入品目の規制により、今後5年から7年の間に、インド国内の防衛関連企業が、約4兆ルピー規模を
受注すると見込んでいます。防衛相はこの他の分野でも、今年度中に5,200億ルピー規模の受注を国内企
業向けに行う予定です。今回の決定は、政府の輸入向けの支出を削減するとともに、国内産業を発展させ
ることを意図した動きの1つです。
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（前ページから続く） ファンドに与える影響と今後の見通し

＜ファンド・マネジャーからのコメント（2020年8月11日現在）＞

BSE200  予想PER（日次、2020年8月20日時点）

BSE200  予想PBR（日次、2020年8月20日時点）

一方で、BSE200指数の株価純資産倍率（PBR）は現在も適正な水準（青の領域）にあります。

過去17年平均値：18.8倍

過去17年平均値：2.68倍

（倍）

（倍）

＊ 上記の内容は、運用会社のコメント作成時点または当資料の作成時点における見通しであり、予告なく変更されることがあります。また、上記の内容は、その

正確性や実現性が保証されたものではありません。なお、データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆するものではありません。

※1：株価収益率は、株価÷1株当たり利益で計算され、株価が利益の何倍の水準で取引されているかを表します。※2：株価純資産倍率は、株価÷1株当たりの

株主資本で計算され、株価が一株当たりの解散価値（会社を解散したときに株主の手元に残る金額）の何倍の水準で取引されているかを表します。※3：文中に

記載している「割高」、「割安」は、UTIの定義に基づき、PERおよびPBRの平均値から標準偏差+1を割高の下限としそれ以上を「割高」、-1を割安の上限としそれ

以下を「割安」、割高の下限と割安の上限の間の領域を「適正」と表現しています。

出所：UTI AMC research, Bloomberg 期間：2003年4月1日～2020年8月20日

UTIでは、今回の新型コロナウィルスの世界的感染拡大により、グローバル企業が中国に偏っていた部品など

の供給拠点を、中国からインドを含む他の新興国に分散する動きが加速すると考えています。これまでも、中国

の大気汚染問題や米中貿易摩擦問題の激化などの問題が浮上する度、グローバル企業は中国での生産拠点

の縮小や閉鎖、サプライチェーンの分断による部品の調達困難やコストの上昇などに苦しめられてきました。新

型コロナウィルス感染収束後は、このグローバルな供給網の中国依存が加速度的に解消され、中長期的にイ

ンドはこの動きの恩恵を受けると考えます。特に、インドが強みを持つ医薬品、特殊化学薬品、自動車部品、電

子部品の製造などで誘致の動きは活発になると思われます。

今回のコロナショックによってインドの経済成長率に短期的な下押し圧力がかかることは避けられません。た

だ、インド経済の長期的な成長シナリオに変化はありません。すぐれた人口動態と今後も伸び続けると考えられ

る一人当たり所得を背景に、インドでは長期にわたる消費の拡大が見込まれ、それに伴いGDP成長率も高水準

で推移すると考えます。

現状でインドの株式市場は代表的指標であるBSE200指数の株価収益率（PER）が過去17年平均を上回り、白

で表した割高な水準の領域にありますが、PERの算出に使用される企業収益（EPS）がここしばらく長期的な平

均値を下回っていたことを考えると、今後新型コロナウィルスの感染拡大が収束に近づき、企業収益が常態を

回復すれば、株価のバリュエーションも青で表した適正な水準に戻っていくと考えます。
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■主にインド株式へ投資を行う「Shinsei UTI Inda Fund (Mauritius) Limited」Class A投資証券への投資割合を高位
に保つことをめざします。また、投資先ファンドの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

■当ファンドの主要投資対象である投資先ファンドは、インド国内の大手投信会社であるUTIグループが
運用します。投資先ファンドにおいては、マクロ分析やセクター分析を行うトップダウン･アプローチと個別銘柄の
定量分析や定性分析を行うボトムアップ･アプローチを併用して運用を行います。

＜当ファンドの特色＞

＜ファンド・マネジャーからのコメント（2020年8月11日現在）＞

新生 ショートターム・マザーファンド

＊わが国の短期公社債および
短期金融商品等に投資

Shinsei UTI India Fund (Mauritius) 
Limited Class A投資証券
（円建てモーリシャス籍）

＊主としてインド株式等に投資

＊参考指数：S&P BSE100種指数（ムンバイ100種指数）

（S&P BSE100種指数（ムンバイ100種指数）とは、ボンベイ証
券取引所の上場100銘柄により構成された指数です。）

当ファンド

*主な投資先ファンド

新生・UTIインドファンドとBSE100指数のパフォーマンス比較（円ベース）

3カ月 6カ月 1年 2年 3年 5年 7年 10年

新生・UTIインドファンド

（信託報酬控除後）
13.96% -14.44% -2.86% -6.76% -0.74% 2.41% 12.83% 9.21%

BSE 100 Index 10.86% -14.64% -10.74% -7.90% -3.47% -0.17% 9.38% 5.68%

＊ 出所：UTI・アセットマネジメント、2020年7月31日現在、1年以上のパフォーマンスは年率換算

注：ファンドの騰落率は基準価額（分配金再投資）をもとに算出しています。また、BSE 100 Indexの騰落率は配当込みの指数をもとに算出しています。

＊ 上記の内容は、運用会社のコメント作成時点または当資料の作成時点における見通しであり、予告なく変更されることがあります。また、上記の内容は、その

正確性や実現性が保証されたものではありません。なお、データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆するものではありません。

インドでは、企業の間で今回のコロナショックで得た教訓を生かし、ビジネスモデルをより進化させ、コスト削減に取

り組み、生産性を高める動きが活発化しています。このような努力の中には、感染拡大が収束すれば、元に戻って

いく試みもあるかもしれませんが、その中には今後の生産性と資本利益率（ROC）を恒常的に改善すると思われる

試みも含まれています。

今後もUTIでは、外部環境の変化から相対的に影響を受けにくいビジネスモデルと潤沢な手元資金、そしてバラン

スシートの債務比率が比較的小さい将来性有望な企業を発掘し保有する、という投資哲学を愚直に守りながら運

用を行っていきます。このような条件を満たしているからこそ、投資先ファンドが保有する銘柄は過去の経済危機に

おいても大きく後退することなく、経済回復後にはさらに大きく飛躍する足掛かりを得たと考えています。今後も投

資先ファンドでは、資本利益率（投下した資本に対する株価からのリターン）が高く、業界平均を上回るペースで成

長を続けることにより常に市場占有率を伸ばし続ける「質」が高いと判断される銘柄の発掘を丁寧に行っていく所存

です。
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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 新生・UTIインドファンド

商品分類 追加型投信/海外/株式

当初設定日 2006年12月27日（水）

信託期間 無期限とします。

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、7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
・信託契約を解除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12月10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 1兆円を上限とします。

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、購入換金のお申込はできません。
・モーリシャスの銀行休業日
・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 10％の場合）

購入時手数料

購入価額に3.85％ （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
等の対価です。

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 10％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）

1.254％ （1.14％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上され、
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） 0.429％ （0.39％） 委託した資金の運用の対価です。

（販売会社） 0.770％ （0.70％）
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） 0.055％ （0.05％） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

投資対象とする
投資信託証券・年率

0.70％ 管理・投資運用等の対価です。

実質的な負担・年率 1.954％ 程度（税込）
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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

巻末の「投資リスク」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

販売用資料

※「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。

※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62万円（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 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です。
当該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

組入有価証券等の売買の際に
発生する取引手数料

組入有価証券等の売買の際、発注先証券会社等に支払う手数料等です。

監査報酬 投資先ファンドの監査に関して監査法人に支払う手数料です。

【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 三井住友信託銀行株式会社（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）

（2020年8月27日現在）

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

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

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 〇 〇

臼木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第31号 〇

エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35 号 〇

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 〇

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 〇 〇 〇 〇

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 〇 〇 〇

岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第53号 〇 〇 〇

島大証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第6号 〇

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 〇 〇

セントレード証券株式会社 金融商品取引業者 　関東財務局長（金商）第74号 〇 〇

株式会社第三銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号 〇

株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第17号 〇

株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 〇

株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号 〇

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 〇 〇 〇

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 〇 〇

株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第60号 〇

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 〇 〇

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 〇 〇

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 〇

株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第７号 〇 〇

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号 〇 〇

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 〇 〇 〇

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 〇

三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175号 〇

三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第649号 〇 〇 〇

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 〇 〇 〇 〇

金融商品取引業者名　（五十音順）



7/8
作成日：2020年8月27日

新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

巻末の「投資リスク」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

販売用資料

【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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販売用資料

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。

 お申込みの際には、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。


