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ファンドの運用状況と今後の見通し 
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1 

販売用資料 

シュローダーYENターゲットの基準価額は、設定日（2017年4月5日）以降、2018年1月までは堅調に推移しまし
たが、2018年2月以降、株式市場を中心に変動性が高い市場環境となり、金利も上昇局面にあるなか、基準価額
は下落する結果となりました。また、10月に入り、株式等が調整局面をたどるなか、さらなる基準価額の下落に 

つながりました。 

2018年半ば頃から、欧州や日本などの一部の指標に減速感が見られ始めるなか、ファンドでは今後の方向性を 

見極める「スタンバイの姿勢」を取り、市場環境が軟調に推移するなかでも、基準価額へのマイナスの影響を軽減 

すべく運用を行っています。 

足元では、企業業績が底堅く推移するなか、10月の市場調整を経て割安度が高まった株式等については、以前に
比べて投資魅力度が高まったと判断しているため、今後も市場の変動性が高まる局面がある事に注意を払いつつ、 

慎重に比率を引き上げていきます。 

本資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

2018年11月16日 

出所：シュローダー。※上記はシュローダーYENターゲット（1年決算型）の基準価額です。 

［運用状況］2018年2月以降の軟調な市場環境のなか、マイナスの影響を軽減すべく運用 

期間① ファンドの設定日（2017年4月5日）から2018年1月 

基準価額は安定的に推移しました。 

• 世界的に株式やハイイールド社債が堅調に推移するなか、ファンドは株式や社債の比率を高位で維持したこと

から、株式市場の上昇を捉えることができ、基準価額にプラスの影響となりました。 

• 金利上昇が見込まれるなか、債券価格への影響を抑えるため、ポートフォリオのデュレーションを短期化  

（金利の動きに対する感応度を低下）しました。その結果、金利上昇による基準価額へのマイナスの影響  

を軽減しました。 

期間② 2018年2月から2018年11月 

基準価額は下落基調で推移しました。 

• 2018年2月に米国のインフレ懸念が高まり長期金利が上昇し、世界的に株式等が調整するなか、ファンドは

下落相場に備えた対応を以前から取っていたことや、株式やハイイールド債券の比率を引き下げたことで、 

基準価額へのマイナスの影響を軽減しました。 

• また、2018年9月以降、再び米国の長期金利が上昇し、10月に株式等が調整するなか、機動的に株式の 

比率を引き下げたことで、基準価額へのマイナスの影響を軽減しました。 
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設定来の基準価額の推移（2017年4月5日～2018年11月15日） 

［期間②］ 2018年2月～2018年11月 ［期間①］2017年4月～2018年1月 

2018年10月 

株式市場の 
下落 

2018年2月 

米国のインフレ懸念 
金利上昇観測 



-1.4% 
-2.3% 

-8.2% 
-9.4% 

-5.6% 

-7.6% 

-3.7% -3.4% 
-2.2% 

-1.4% 

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

キャッシュ等 代替資産 債券 株式 

2 

販売用資料 

2018年11月16日 

2018年に入り、市場環境の急変や金利上昇リスクなど、様々な出来事があるなか、ファンドでは以下の対応を 

機動的に取ることで、基準価額へのマイナスの影響を軽減するように努めました。 

 市場下落リスクへの対応 

• 株式の比率を急速に引き下げ（1月末：29％→2月14日：21%）（9月末：24%→10月29日：19%） 

• 日本円の比率＊を引き上げ（1月末：93%→2月22日：107%）（9月末：97%→10月12日：105%） 

 金利上昇リスクへの対応 

• ポートフォリオのデュレーションを短期化 

金利上昇の債券価格への影響を抑えるため、ポートフォリオのデュレーション（金利の動きに対する債券価格の
感応度）を短期化（9月まで） 

［市場急変時の対応］基準価額の下落を軽減する対応 

［収益獲得の対応］厳しい局面でも収益を獲得する対応 

2018年に入り、厳しい市場環境のなかでも、できる限り収益を獲得すべく、いくつかの投資行動を取りました。 

 株式の選別的投資 

• 株式の国・地域別の選好度に応じた入れ替え 

日本や欧州、新興国株式の比率を引き下げ、米国株式の比率を引き上げ 

• トレードアイデアの組入れ 

• 米国のヘルスケア株式の買い建てと米国の公益株式の売り建て 

• 米国の大型株式の買い建てと米国の小型株式の売り建て など 

市場急変時の基準価額と各資産の月次騰落率（円ベース） 
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相対的に 

下落率 

が小さい 
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下落率 
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出所：シュローダー、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。＊ 円、為替ヘッジによる実質的な円貨。為替予約取引の評価額及び外貨・円評価額を基に算出して
います。運用⽅針や市場動向により一時的に100%を超えることがあります。※YENターゲット：シュローダーYENターゲット（1年決算型）の基準価額。使用している指数
等については巻末をご覧ください。 

設定来の資産配分比率の推移（2017年4月末～2018年10月末） 

本資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 
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ファンドの運用状況と今後の見通し 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2018年2月 米インフレ懸念、金利上昇観測 2018年10月 株式市場の下落 
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販売用資料 

2018年11月16日 

米国では底堅い経済指標や企業収益が継続している一⽅、長引く貿易摩擦の影響や欧州の地政学リスクを材料

に、その他の主要国の経済は一部に先行き不透明感もあると考えられます。足元の国債利回りは、10月に市場の 

リスク回避志向が強まったことで一時低下（価格は上昇）する局面もあったものの、米連邦準備制度理事会 

（FRB）の姿勢やインフレ上昇圧力が、今後の緩やかな利回りの押し上げ要因となると考えられます。 

主要企業の決算が一巡し、米国の中間選挙も無難に通過したことで、当面は市場が落ち着きを取り戻すとみて 

います。市場の先行き不透明感が払しょくされるには時間がかかると考えられる一⽅、これまで売られてきた資産の 

バリュエーション（投資価値評価）が改善していると考えられることから、ファンドでは慎重に株式等のリスク度が高い

資産の比率を引き上げる⽅針です。一⽅、景気サイクルは成熟段階に差し掛かっていると捉えており、今後の不安

定要因に備え、低コストで分散されたヘッジ戦略等の対応を継続する必要があると考えています。リスクシナリオとして

は、短期的に世界景気が減速する兆候が顕在した場合を想定し、国債がヘッジ機能を果たすと見込まれること 

から、一部組入れを行うと同時に、今後のインフレ上昇の可能性も勘案し、インフレ連動債や金の保有を継続して 

いきます。 

資産別見通し 

［株式］やや強気の見通し。国・地域やセクターを選別的に投資 

市場の焦点となってきた米中貿易摩擦への過度な懸念が和らぎ、市場の関心が政策動向以外の要因に向けられ、

個別のファンダメンタルズ（基礎的条件）が見直されると考えています。また、バリュエーション（投資価値評価）も

以前に比べて改善してきたと判断しているため、株式全体の中長期的な見通しをやや強気へと引き上げています。 

地域別では、米国株式は、堅調な企業業績に加え、米国経済の底堅さが支援材料となるとみられることから、選好

を維持しています。新興国株式については、これまでの株価調整を受けてバリュエーション（投資価値評価）の観点

での魅力度が高まっていると判断していますが、貿易摩擦問題による影響や米ドル高などの短期的なリスク要因が 

散見されるため、慎重な見⽅が必要と考えています。 

［債券］主要国の金利・新興国債券の動向を注視 

これまでの金利上昇を受けて、バリュエーション（投資価値評価）が適正水準に近づきつつあると考えているものの、

底堅い経済環境の改善を背景に、今後も緩やかに金利が上昇する可能性があると考えます。特に、米国債はこれ

までの金利上昇を背景に、バリュエーション（投資価値評価）は改善していると判断しますが、やや弱気の見⽅を 

継続しています。またドイツ国債は引き続き割高な水準にあると捉えています。新興国債券やアジア債券については、

これまで売られてきたことで総じて割安感がある一⽅、新興国経済へのリスク要因が散見されることから、中立の見通 

しを維持しています。 

［コモディティ］景気動向や需給動向に注目 

長期的には楽観的な見通しを維持しています。原油については、世界的に堅調な需要が続いているなか、中東 

情勢を背景とする供給懸念が、価格を下支えするとみられます。また、コモディティによる分散投資効果や、インフレ 

圧力上昇時におけるヘッジ効果を期待して組入れを行っています。 

ファンドでは、主要国の景況感の改善や底堅い企業収益が散見される一⽅、米中貿易摩擦問題、イタリアの財政

破綻懸念、英国の欧州連合（EU）離脱問題等の地政学的リスクが顕在化するなか、長期的な視点から収益 

獲得が見込める機会を追求すると同時に、機動的な資産配分によって下落リスクの抑制に注力していく⽅針です。 

［今後の見通し］慎重に株式等の比率を引き上げていく方針 

本資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

ファンドの運用状況と今後の見通し 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

※上記の運用⽅針は本資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更となる場合があります。 
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販売用資料 

本資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。本資料に記載されているリスク、 

費用、ご注意等を必ずご覧ください。 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2018年11月16日 

出所：シュローダー、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。＊1 日本円TIBOR（3ヵ月）。［ご参考］0.06909％（2018年10月末現在）。＊2 類似ファン
ド：Schroder International Selection Fund - Japan DGF I share class（ルクセンブルグ籍、運用報酬控除前、円ベース、運用開始日：2008年12月1日）、当ファ
ンドと運用目標とリスク水準が同一で、投資対象が完全には一致しない戦略で運用するファンド。2008年11月末＝100として算出。※収益目標はシュローダー算出。上記
の目標数値は、将来、見直されることがあります。ファンドを保有した場合の収益率を⽰唆あるいは保証するものではなく、投資者毎の購入・換金のタイミングおよび保有する
期間に応じて収益率は異なります。リスク（価格変動）は月次リターンの標準偏差を年率換算したものです。イラストはイメージです。上記は類似ファンドの運用実績であ
り、当ファンドの運用実績ではありません。また、過去のものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

ファンドの運用状況と今後の見通し 

シュローダーYENターゲットは、世界の 

株式、債券、通貨など様々な資産に分散投資し、 

中長期（概ね3年～5年）で日本の短期金利＊1を 

年率4％程度上回る収益の獲得を目指します。 

ファンドの魅力 

収益目標は、中長期（概ね3年～5年）を想定した場合の目標水準 

（年率、信託報酬控除前）であり、単年で達成することを 

保証する運用ではありません。市場環境によっては損失が発生する可能性があります。 

収益目標を上回る運用実績 
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類似ファンド 収益目標（日本の短期金利+年率4％） 

リターン（年率） 4.9％ 

リスク（価格変動、年率） 4.2％ 

［ご参考］ 類似ファンド＊2の運用実績と収益目標の推移（2008年11月末～2018年10月末、円ベース） 

類似ファンド 
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投資リスク 

販売用資料 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2018年11月16日 

ファンドの運用状況と今後の見通し 
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販売用資料 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2018年11月16日 

投資リスク 

ファンドの運用状況と今後の見通し 
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お申込みメモ 

ファンドの費用 

販売用資料 

シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型） 

2018年11月16日 

ファンドの運用状況と今後の見通し 



1

年

決

算

型

年

2

回

決

算

型

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

○ ○ 池田泉州TT証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

○ ○ 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 ○ ○ ○

○ ○ 岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

○ カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

○ ○ 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 ○

○ ○ 株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第39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 ○

○ ○ 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 ○ ○ ○

○ ○ 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 ○ ○ ○ ○

○ ○ ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

金融商品取引業者等の名称

取扱いファンドおよび加入している金融商品取引業協会について○で記しております。
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ファンドの関係法人 

委託会社：シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 ［設定・運用等］ 

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：販売会社については、下記ご参照（五十音順）。  ［募集の取扱い等］ 

（2018年11月16日現在） 

お申込みに際してのご注意等 
本資料は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が設定した投資信託に関する商品説
明資料であり、法令に基づく開⽰書類ではありません。投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元金および利息が保証されている
商品ではありません。投資信託は、預金または保険契約ではなく、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。投資信託は、銀行等登録金融機関でお申込みいただいた場合は、投資者保護基金の支払対象ではありません。お申し込みの
際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 

本資料に⽰されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。投
資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上⽅にも下⽅にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資
産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基
づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありません。本資料中に記
載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を⽰すものであり、将来の動向や予測
の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。シュローダー
/Schrodersとは、シュローダーplcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。本資料を弊社
の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。CMP00433 
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ファンドの運用状況と今後の見通し 

当資料で使用している指数等 
日本株式：東証株価指数（TOPIX）、世界株式：MSCIワールド・インデックス、世界国債：FTSE世界国債インデックス、先進国リート：S＆P先進国REITイン
デックス、すべてトータルリターン。 

※使用している基準価額はシュローダーYENターゲット（1年決算型）の基準価額、基準価額は信託報酬控除後の値です。当資料内の見解は、策定時点で知りう
る範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を⽰すものであり、将来の動向や予測の実現を保証するものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予
告なく変更する場合があります。資産配分比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。シュローダーYENターゲット（1年決算型）／（年2回決算型）
は、「シュローダーYENターゲット」」または「ファンド」と表記する場合があります。 

●MSCIは、本資料に含まれるいかなるMSCIのデータについても、明⽰的・黙⽰的に保証せず、またいかなる責任も負いません。MSCIのデータを、他の指数やいかなる
有価証券、金融商品の根拠として使用する、あるいは再配布することは禁じられています。本資料はMSCIにより作成、審査、承認されたものではありません。いかなる
MSCIのデータも、投資助言や投資に関する意思決定を行う事（又は行わない事）の推奨の根拠として提供されるものではなく、また、そのようなものとして依拠される
べきものでもありません。●FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価
総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 


