
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンド設定⽇：2009年09⽉17⽇ ⽇経新聞掲載名：中国株式

基準価額・純資産総額の推移（円・億円） 基準価額・純資産総額

基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（円） 資産構成⽐率（％） 基準価額の変動要因（円）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

※
※

この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表⽰桁未満がある場合は四捨五⼊して表⽰しています。
この資料に記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

-538 
設定来累計 5,950 ※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解

したもので概算値です。※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去
の実績を⽰したものであり、将来の分配をお約
束するものではありません。

第13期 2022/09/12 0 ※

※

中国A株マザーの正式名称は「中国A株マザーファンド」
です。
大和住銀 中国株マザーの正式名称は「大和住銀 中
国株マザーファンド」です。

合計

分配⾦ 0 
第12期 2021/09/10 450 合計 100.0 0.0 その他 -14 
第11期 2020/09/10 550 現⾦等 0.1 -0.1 

中国A株マザー -168 
第10期 2019/09/10 50 大和住銀 中国株マザー 67.8 -0.2 大和住銀 中国株マザー -356 
第9期 2018/09/10 0 中国A株マザー 32.1 +0.3 

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐ 寄与額

設定来 2009/09/17 71.7 
 ■
 

 ■
 

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
 値です。

ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
 費⽤がかかる場合があります。

騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

■
■

グラフは過去の実績を⽰したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

１年 2022/04/28 -9.7 
３年 2020/04/30 3.5 

３カ⽉ 2023/01/31 -13.0 
６カ⽉ 2022/10/31 5.1 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2023/03/31 -4.9 

基準価額（円） 10,437 -538 
純資産総額（百万円） 1,666 -101 

 
マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド
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 15枚組の1枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

当⽉末：4,029.1　　前⽉末：4,050.9　　騰落率：-0.5% 当⽉末：64.4　　前⽉末：67.9　　騰落率：-5.1%

当⽉末：19.4　　前⽉末：19.4　　騰落率：-0.3% 当⽉末：17.1　　前⽉末：17.0　　騰落率：0.4%

当⽉末：134.1　　前⽉末：133.5　　騰落率：0.4%

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

※
※

※

DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
インデックス等は注記がある場合を除き、原則として現地通貨ベースで表⽰してい
ます。
為替レートは一般社団法人　投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

市場動向
CSI300インデックス MSCIチャイナインデックス

円/中国元（円） 円/香港ドル（円）

円/アメリカドル（円）

マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド
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 15枚組の2枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

資産構成⽐率の推移（％）

組⼊投資信託の騰落率（％） 当⽉騰落率（％）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

 

 

224.8 
大和住銀 中国株マザー -4.8 -12.2 11.6 -4.7 3.3 65.1 
中国A株マザー -4.8 -13.4 -4.0 -14.5 20.2 

1カ⽉ 3カ⽉ 6カ⽉ 1年 3年 設定来

マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド
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 15枚組の3枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

資産構成⽐率（％） 組⼊上位5通貨（％）

組⼊上位10業種（％）

組⼊上位10銘柄（％） （組⼊銘柄数　65）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

8 LUZHOU LAO JIAO LTD A 深センＡ株 ⾷品・飲料・タバコ 2.6
9 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP 上海Ａ株 一般消費財・サービス流通・⼩売り 2.6

※ このページに記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊マザーファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

10 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GRO 上海Ａ株 不動産管理・開発 2.3

素材 2.9
7 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI 上海Ａ株 資本財 2.8

4 CHINA MERCHANTS BANK LTD A 上海Ａ株 銀⾏ 2.9
5 EAST MONEY INFORMATION LTD A 深センＡ株 ⾦融サービス 2.9
6 WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A 上海Ａ株

2 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 深センＡ株 資本財 5.2
3 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 深センＡ株 ヘルスケア機器・サービス 3.8

銘柄 市場 業種 ⽐率
1 KWEICHOW MOUTAI LTD A 上海Ａ株 ⾷品・飲料・タバコ 6.8

10
※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

8
9 ⾃動⾞・⾃動⾞部品 3.5

保険 3.5

⾦融サービス 4.2

6
7

4
5

16.9
資本財 15.9
銀⾏ 9.0

一般消費財・サービス流通・⼩売り 4.6
ヘルスケア機器・サービス 4.4
半導体・半導体製造装置 4.4

 
現⾦等 6.8
合計 100.0

2
3

1
当⽉末

⾷品・飲料・タバコ

素材 8.4

3香港上場株 11.4
米国上場株 3.7

アメリカドル 3.7

1
2

上海Ａ株 43.3
深センＡ株 34.9

中国元 78.1
香港ドル 11.4

マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド

※ このページは「中国A株マザーファンド」について、ICBCクレディ・スイス・アセット・マネジメント社から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。
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 15枚組の4枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

ファンドマネージャーコメント
＜市場概況＞
4⽉の中国本⼟A株市場は⼩幅に下落しました。
実質GDP（国内総⽣産）成⻑率など、2023年1－3⽉期の重要経済指標が市場予想を上回ったことなどを受け、
市場は中旬にかけて上昇しました。しかしその後は、バイデン⽶⼤統領が5⽉に開催されるG7（主要7ヵ国）⾸
脳会議へ向けて、⽶国企業による中国の特定分野への投資を制限する⼤統領令に署名する⾒通しと報じられ、⽶
中関係悪化懸念が⾼まりました。また、4⽉末から5⽉上旬にかけての⼤型連休中、旅⾏や外⾷などサービス関
連消費が⼤幅に回復するとの⾒⽅が広がりましたが、市場⼼理を改善させるには⼒不⾜でした。業種別では、エ
ネルギーや⾦融、公益事業などが堅調の⼀⽅で、⽣活必需品や情報技術などは軟調でした。

＜運用状況と今後の運用⽅針＞
4⽉は、商品カテゴリーの拡⼤と流通網統合の取り組みから、競合他社を上回る収益成⻑と利益率の拡⼤を遂げ
た、冷凍⾷品及び調理済み⾷品の業界⼤⼿企業への投資を積み増しました。さらに、競争の激化と利益率の低下
に対する懸念から、セクター全体が調整基調となっている新エネルギーや電気⾃動⾞サプライチェーン（供給
網）といった分野への更なる分散を図りました。
⾦融セクターがグローバルで混乱する中、融資基準や⾦融情勢の更なる厳格化は継続する可能性があります。外
需の低下やサプライチェーンの多様化もまた、中国の輸出セクターにとっての重⽯となるかもしれません。不透
明な環境が継続すると思われますが、当ファンドでは引き続き、柔軟な事業ファンダメンタルズ（基礎的条件）
を有し、成⻑の持続可能性が⾼いと考えられる企業へ厳選投資する⽅針です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド

※ このページは「中国A株マザーファンド」の情報を記載しています。

 15枚組の5枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

資産構成⽐率（％） 組⼊上位5通貨（％）

組⼊上位10業種（％）

組⼊上位10銘柄（％） （組⼊銘柄数　44）

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

※
 
このページに記載されている構成⽐を⽰す⽐率は、注記がある場合を除き全て組⼊マザーファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

10 POLY PROPERTY SERVICES CO-H H株 不動産管理・開発 3.6

8 AIA GROUP LTD 香港 保険 3.9
9 JD.COM INC - CL A 香港 一般消費財・サービス流通・⼩売り 3.8

6 YUM CHINA HOLDINGS INC 香港 消費者サービス 3.9
7 KE HOLDINGS INC-ADR その他 不動産管理・開発 3.9

4 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 香港 消費者サービス 5.1
5 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC H株 資本財 4.0

2 CHINA RESOURCES BEER HOLDING レッドチップ ⾷品・飲料・タバコ 5.4
3 CHINA RESOURCES LAND LTD レッドチップ 不動産管理・開発 5.2

銘柄 市場 業種 ⽐率
1 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H H株 保険 7.9

10 医薬品・バイオテクノロジー 3.4 +0.3 
※ 業種はGICS（世界産業分類基準）による分類です。

8 テクノロジ・ハードウェア・機器 3.9 +0.8 
9 銀⾏ 3.5 +0.0 

+0.7 
4 メディア・娯楽 9.5 -0.8 
5 一般消費財・サービス流通・⼩売り 8.7 -2.1 

-0.0 
 2 保険 13.1 +2.2 

3 消費者サービス 12.9

合計 100.0 0.0 1 不動産管理・開発 13.5

6 資本財 6.3 +1.0 
7 ⾷品・飲料・タバコ 5.9 +0.1 

現⾦等 7.1 -1.4 当⽉末 前⽉⽐

0.0 0.0 
A株連動債券 0.0 0.0 
先物等 0.0 0.0 

　上海･深センB株 0.0 0.0  

　その他 12.0 +0.2 
リート

　上海･深センA株 0.0 0.0 

+0.9 
　香港その他 41.1 -2.7 
　レッドチップ 13.9 +0.7 3 台湾ドル 4.5

株式 92.9 +1.4 1 香港ドル 80.9 +1.2 
　H株 25.8 +3.3 2 アメリカドル 7.5 -0.7 

マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド

※ このページは「大和住銀 中国株マザーファンド」の情報を記載しています。
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 15枚組の6枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／株式 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

ファンドマネージャーコメント
＜市場概況＞
⾹港株式市場（中国関連株）は下落しました。
⼤⼿インターネット企業のテンセントやアリババの主要株主による株式売却観測が嫌気されたほか、バイデン⽶
⼤統領が5⽉に開催されるG7（主要7ヵ国）⾸脳会議へ向けて、⽶国企業による中国の特定分野への投資を制限
する⼤統領令に署名する⾒通しと報じられ、⽶中関係悪化懸念が⾼まりました。中国の⼤型連休中、マカオのホ
テル稼働率が90％前後に達するとの⾒⽅からカジノ関連株が上昇しましたが、市場⼼理を改善させるには⼒不
⾜でした。

＜運用状況＞
引き続き、構造的な成⻑ドライバーを抱え、景気変動にかかわらず持続的な成⻑が⾒込まれる銘柄を中⼼とした
運用を⾏いました。
4⽉は、通信オペレーターのクラウド投資拡⼤による安定的な業績成⻑が⾒込まれる中国通信服務を購⼊しまし
た。また、ネット損保⼤⼿で中国のリオープニング（コロナ禍からの経済再開）による需要拡⼤が期待される衆
安在線財産保険を購⼊しました。⼀⽅、ネット通販市場の先⾏き不透明感などからJDドットコムを売却しまし
た。

＜市場⾒通しと今後の運用⽅針＞
3⽉の⽶国中堅銀⾏の破綻を受けて世界の⾦融市場に緊張が⾛りましたが、預⾦保護など⽶国⾦融当局の迅速な
対応により、落ち着きを取り戻しました。今回の事態により、⽶国の利上げ余地が縮⼩し、⽶ドル⾼・⼈⺠元安
の圧⼒が弱まっていることは、多くの中国企業が上場する⾹港株式市場にとっては好材料と⾔えます。
中国の企業業績⾒通しは、短期的にグローバル景気の鈍化により下振れリスクが残りますが、悪材料は既に織り
込まれている可能性が⾼いと考えています。当社では、欧⽶経済は深刻な景気後退を回避し、中国経済は正常
化、拡⼤が続くとの⾒通しを維持しており、株式市場は安定化すると予想します。
今後の運用⽅針としては、引き続き、中国で事業展開している企業のうち、競争⼒のあるエクセレント・カンパ
ニーへの選別投資を進めます。中でも構造的な成⻑ドライバーを抱え、景気変動にかかわらず持続的な成⻑が⾒
込まれる分野の優良企業をポートフォリオの中核とする⽅針です。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド

※

 

このページは「大和住銀 中国株マザーファンド」の情報を記載しています。

 15枚組の7枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／国内／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンド設定⽇：2009年09⽉17⽇

基準価額・純資産総額の推移（円・億円） 基準価額・純資産総額

基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（円） 資産構成⽐率（％） 運⽤概況

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

 

※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去
の実績を⽰したものであり、将来の分配をお約
束するものではありません。

設定来累計 0 
第13期 2022/09/12 0 

前⽉⽐

第12期 2021/09/10 0 合計 100.0 0.0 
第11期 2020/09/10 0 現⾦等 44.3 +9.4 

当⽉末の基準価額は、9,981円（前⽉比
0円）となりました。
また、税引前分配⾦を再投資した場合の
⽉間騰落率は、0.0％となりました。

第9期 2018/09/10 0 債券

設定来 2009/09/17 -0.2 
■

■

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
値です。
ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
費⽤がかかる場合があります。
騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

■
■

グラフは過去の実績を⽰したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

55.7 -9.4 
第10期 2019/09/10 0 先物等 0.0 0.0 

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末

１年 2022/04/28 -0.0 
３年 2020/04/30 -0.1 

３カ⽉ 2023/01/31 0.0 
６カ⽉ 2022/10/31 -0.0 

１カ⽉ 2023/03/31 0.0 

基準価額（円） 9,981 0 
純資産総額（百万円） 23 -0 

 
マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）

当⽉末
前⽉⽐
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ファンドの特色

※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。
大和住銀 中国株式ファンド                              ：中国株式ファンド
大和住銀 中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）：マネー・ポートフォリオ

1. （中国株式ファンド）
主として、中国の経済の発展に伴い成⻑が⾒込まれる中国（中国、香港）企業の株式へ実質的に投資することで、信託財産の成⻑を目
指します。
（マネー・ポートフォリオ）
キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安定した収益の確保を図ることを目的として運⽤を⾏います。

2. 中国A株への実質的な投資は、中国A株マザーファンドを通じて、中国株式（除くA株）への実質的な投資は、大和住銀 中国株マザーファ
ンドを通じて⾏います。
●各マザーファンドへの投資⽐率は、原則として概ね中国A株マザーファンド30％程度、大和住銀 中国株マザーファンド70％程度の⽐率を基
   本とします。
   ※各マザーファンドへの投資⽐率は、ファンドの資産規模、中国のA株市場の制度や投資限度額、流動性等を勘案します。上記の基本配
　    分は将来変更になる場合があります。
   ※中国A株へ投資する投資信託証券の換⾦の制約等のため上記の⽐率から大きく乖離する場合があります。
●「中国A株マザーファンド」では、主にルクセンブルグ籍の外国投資証券「クレディ・スイス（ルクス） チャイナ・アドバンテージ・エクイティ・ファンド
　 シェアクラスEB　JPY」へ投資します。また、このほか中国A株の株価指数に連動する上場投資信託の投資信託証券（ETF）等も投資対
   象とします。
●「大和住銀 中国株マザーファンド」では、運⽤指図にかかる権限をスミトモ ミツイ DS アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドへ委託しま
   す。
  

3. 実質組⼊外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。

※ 資⾦動向、市況動向に急激な変化が⽣じたとき、大量の追加設定および一部解約が発⽣した場合、市況の急激な変化が予想されるとき、
償還の準備に⼊った場合、中国A株へ投資するための制度の変更ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運⽤ができない場合が
あります。

投資リスク
基準価額の変動要因

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者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、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 価格変動リスク
（中国株式ファンド）
当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価
格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド／
大和住銀 中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）
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投資リスク
■ 株価変動に伴うリスク

（中国株式ファンド）
株価は、発⾏企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発⾏企業の信⽤状況にも影響されます。これらの要因により、
株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

■ 為替リスク
（中国株式ファンド）
当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが⽣じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを⾏い
ませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの
基準価額が下落するおそれがあります。

■ カントリーリスク
（中国株式ファンド）
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場
合があります。中国経済は、欧米や⽇本、その他OECD加盟国に⽐べて脆弱である可能性があります。また、外国政府が資産の没収、国有
化、差押えなどを⾏う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

■ 信⽤リスク
（中国株式ファンド）
株式の発⾏企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資⾦が
回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
（マネー・ポートフォリオ）
投資対象となる債券等の発⾏体において、万一、元利⾦の債務不履⾏や⽀払い遅延（デフォルト）が起きると、債券価格は大幅に下落し
ます。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの
基準価額が下落するおそれがあります。

■ 流動性リスク
（中国株式ファンド）（マネー・ポートフォリオ）
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場⾒通し、経済・⾦融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市
場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、
売買が実⾏できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする
可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

■ ⾦利変動に伴うリスク
（マネー・ポートフォリオ）
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた⾦利⽔準の変動に伴い価格が変動します。通常、⾦利が低下すると債券価格は上昇
し、⾦利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種
類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と⼩さくなる場合があり
ます。

その他の留意点
〔分配⾦に関する留意事項〕

○ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がり
ます。

○ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。そ
の場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンド
の収益率を⽰すものではありません。

○ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購
⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤
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投資リスク
その他の留意点

● 人⺠元建の株式（上海A株、深センA株）への投資について、QFII（適格国外機関投資家）制度上の制約を受けます。また、中国政府
当局により、対外収⽀状況などを理由として、海外への送⾦規制などが⾏われた場合には、信託財産の回⾦処理が予定通り⾏えない可能
性があります。このような場合、換⾦に伴う⽀払資⾦の不⾜が予想されるため、換⾦の申込みの受付けを中⽌することや、既に受け付けた換
⾦の申込みを取り消させていただくことがあります。

● 上海・香港および深セン・香港株式相互取引制度においては、QFII制度と異なり、中国当局の認可が不要ですが、上海および深セン証券
取引所に上場するA株のうち、取引可能な銘柄が一部の銘柄に限定されています。また、取引通貨はオフショア人⺠元となり、中国本⼟内
外の人⺠元為替取引は完全には⾃由化されていないため、QFII制度の取引通貨である中国本⼟のオンショア人⺠元の為替レートの値動き
とは乖離する場合があります。

● 中国国内の株式配当⾦および利息から得るインカム・ゲインについては10％の企業所得税が課されています。株式等の譲渡から得るキャピタ
ル・ゲインについては、2014年11⽉17⽇以降、当面課税が免除される旨、中国国家税務総局および中国証券監督管理委員会より公表
されています。将来的に上記の税⾦が課されることとなった場合には、ファンドがこれを実質的に負担する可能性があります。

● 中国の証券関連の法令は近年制定されたものが多く、その解釈は必ずしも安定していません。中国国内における課税の取扱いについては今
後変更となる可能性があります。

● ファンドは、大量の解約が発⽣し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等
に、一時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消し
となる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性等があります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤
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お申込みメモ
購⼊単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額

購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊代⾦

販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦

原則として、換⾦申込受付⽇から起算して6営業⽇目からお⽀払いします。
信託期間

2024年9⽉10⽇まで（2009年9⽉17⽇設定）
決算⽇

毎年9⽉10⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配

（中国株式ファンド）
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
（マネー・ポートフォリオ）
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配⾦額を決定します。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
（共通）
分配⾦⽀払いコース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお⽀払いいたします。
分配⾦再投資コース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一⽅のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係
●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。

お申込不可⽇
（中国株式ファンド）
以下のいずれかに当たる場合には、購⼊・換⾦のお申込みを受け付けません。
●香港取引決済所の休業⽇
●上海証券取引所の休業⽇
●深セン証券取引所の休業⽇

スイッチング
販売会社によっては、中国株式ファンドとマネー・ポートフォリオの間でスイッチングを取り扱う場合があります。マネー・ポートフォリオへの取得申込み
は、スイッチングの場合に限ります。また、販売会社によっては一部のファンドのみの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。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤
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ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤
○ 購⼊時⼿数料

（中国株式ファンド）
購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
（マネー・ポートフォリオ）
ありません。

○ 信託財産留保額
（中国株式ファンド）（マネー・ポートフォリオ）
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）

（中国株式ファンド）
ファンドの純資産総額に年1.705％（税抜き1.55％）の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合、年1.90％（税抜き1.745％）程度となります。ただし、中国A株マザーファ
   ンドが投資対象とする投資信託の管理報酬等には関係法人により下限⾦額が設定されているものがあり、ファンドの純資産総額等によって
   は、年率換算で上記の料率を上回る場合があります。（実質的な負担は、中国A株マザーファンドが投資対象とする投資信託の組⼊⽐
   率によって変動します。）
（マネー・ポートフォリオ）
ファンドの純資産総額に年0.66％（税抜き0.60％）を上限とする信託報酬率を乗じた額です。信託報酬率は、各⽉の前⽉の最終5営業
⽇間の無担保コール翌⽇物レートの平均値に0.66（税抜き0.60）を乗じた率とし、当該⽉の第1営業⽇の計上分より適⽤します。

○ その他の費⽤・⼿数料
（中国株式ファンド）（マネー・ポートフォリオ）
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法人等に⽀払われるファンドの監査費⽤
●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料
●資産を外国で保管する場合の費⽤　　　等
※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※監査費⽤の料率等につきましては請求目論⾒書をご参照ください。

※ 上記の⼿数料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。

税⾦
分配時

所得税及び地⽅税　配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時

所得税及び地⽅税　譲渡所得として課税　換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることを

お勧めします。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

マンスリー・レポート
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大和住銀 中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）

 15枚組の13枚目です。



作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

委託会社・その他の関係法人等
委託会社 ファンドの運⽤の指図等を⾏います。

　三井住友DSアセットマネジメント株式会社　　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第399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、
　　　　　　　　　　　　一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会
　ホームページ　：　https://www.smd-am.co.jp
　コールセンター ：　0120－88－2976　［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
　三井住友信託銀⾏株式会社

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
投資顧問会社 マザーファンドの運⽤指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運⽤を⾏います。

　スミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッド

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運⽤

マンスリー・レポート

大和住銀 中国株式ファンド／
大和住銀 中国株式ファンド（マネー・ポートフォリオ）

 15枚組の14枚目です。



作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

販売会社

 当資料のご利⽤にあたっての注意事項
● 当資料は、三井住友DSアセットマネジメント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書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤⽅針・市場⾒通し

も変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正
確性・完全性を保証するものではありません。

● 当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場

環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関

でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）および契約締結前交付書面

等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求くだ
さい。また、当資料に投資信託説明書（交付目論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）が
優先します。

 ■設定・運⽤
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 15枚組の15枚目です。


