
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

当ファンドは、信託約款において「運用報告書（全体版）」に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、次の手順でご覧
いただけます。なお、印刷した「運用報告書（全体版）」はご請求により交付させていただきますので、販売会社までお問い合わせください。

【閲覧方法】https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/にアクセス→ファンド名を入力→検索結果からファンドを選択

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
https://www.smd-am.co.jp

■�口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ�
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■�当運用報告書についてのお問い合わせ
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）

当期の状況受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し
上げます。
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じ
て、主として中国（中国、香港）企業の株式へ実
質的に投資することで、信託財産の成長を目指
します。当期についても、運用方針に沿った運
用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

基 準 価 額（期末） 12,407円

純資産総額（期末） 2,005百万円

騰　落　率（当期） －10.7％

分配金合計（当期） 0円

※騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定
して計算したものです。

大和住銀
中国株式ファンド
追加型投信／海外／株式
日経新聞掲載名：中国株式

2021年９月11日から2022年９月12日まで

決算日：2022年９月12日第13期
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1  運用経過
基準価額等の推移について（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

期　　首 13,894円

期　　末 12,407円
（既払分配金0円（税引前））

騰 落 率 －10.7％
（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について
分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時

に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご
利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額な
どによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）

純資産総額（百万円）: 右軸

分配金再投資基準価額（円）: 左軸
基準価額（円）: 左軸
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0

2,000

4,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000



2

大和住銀 中国株式ファンド

●中国Ａ株マザーファンドにおいて、一般消費財・サービスセクター内での銘柄選択が奏
功したこと

●大和住銀 中国株マザーファンドにおいて、期間を通じて香港ドル高・円安となったこ
と

基準価額の主な変動要因（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

当ファンドは、中国Ａ株マザーファンドおよび大和住銀 中国株マザーファンドへの投資を通
じて、主として、中国の経済の発展に伴い成長が見込まれる中国（中国、香港）企業の株式（Ａ株
を含む）へ実質的に投資しました。

上昇要因

●中国Ａ株マザーファンドにおいて、脱炭素（電気自動車関連、太陽エネルギーの供給網）、
Ｒ＆Ｄ（研究開発）、イノベーション（産業自動化、ハードウェア、開発業務受託事業）と
いったセクターの実質保有銘柄が下落したこと

●地政学リスク（ウクライナ侵攻、台湾をめぐる米中間の緊張）や、上海でのロックダウン
（都市封鎖）の長期化、一部の不動産開発業者の信用不安問題などから中国株式（Ａ株、
香港株）市場が下落したこと

下落要因
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１万口当たりの費用明細（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a） 信 託 報 酬 221円 1.714％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は12,904円です。

投信会社: ファンド運用の指図等の対価
販売会社: 交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの

管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社: ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実

行等の対価

（投 信 会 社） （93） （0.719）

（販 売 会 社） （121） （0.940）

（受 託 会 社） （7） （0.055）

（b） 売買委託手数料 24 0.186 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料: 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（株　　　　 式） （23） （0.181）

（先物・オプション） （－） （－）

（投資信託証券） （1） （0.005）

（c） 有価証券取引税 15 0.113 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株　　　　 式） （14） （0.109）

（公　 社　 債） （－） （－）

（投資信託証券） （0） （0.003）

（d） そ の 他 費 用 21 0.163 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用:   海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および

資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用:  監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他: 信託事務の処理等に要するその他費用

（保 管 費 用） （19） （0.149）

（監 査 費 用） （2） （0.013）

（そ　 の　 他） （0） （0.001）

合 計 281 2.176

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法によ
り算出しています。

※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額

のうち、当ファンドに対応するものを含みます。なお、マザーファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費
用は含みません。
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参考情報 総経費率（年率換算）

※１の各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率
は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。「１万口当たりの費用明細」の各比率と
は、値が異なる場合があります。

※２の投資先ファンド（当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）または、マ
ザーファンドが組み入れている投資信託証券）の費用は、実際に投資しているシェアクラスのデータが
入手できない場合は、入手可能なファンド全体のデータをもとに委託会社が計算したものです。運用
管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、まとめて表示しています。投資先
ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。

※１と２の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。ま
た、計上された期間が異なる場合があります。

※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取
引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した比率に、
投資先ファンドの経費率を加えた総経費率（年率）は2.13％です。

総経費率（ １＋２  ） 2.13％

１  当ファンドの費用の比率 1.87％

２  投資先ファンドの費用の比率 0.26％

その他費用
%0.16

運用管理費用
（受託会社） %0.05

運用管理費用
（投信会社） %0.72

運用管理費用
（販売会社） %0.93

2.13%

総経費率

運用管理費用および
運用管理費用以外
0.26%

2 投資先ファンドの費用 0.26% 1 当ファンドの費用 1.87% 
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2017.９.11 2018.９.10 2019.９.10 2020.９.10 2021.９.10 2022.９.12
決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額 （円） 11,324 10,282 10,576 12,367 13,894 12,407
期間分配金合計（税引前） （円） － 0 50 550 450 0
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － －9.2 3.3 22.1 16.0 －10.7
純資産総額 （百万円） 3,657 3,705 3,843 2,775 2,534 2,005

最近５年間の基準価額等の推移について（2017年９月11日から2022年９月12日まで）

最近５年間の推移

※分配金再投資基準価額は、2017年９月11日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

当期

純資産総額（百万円）: 右軸

分配金再投資基準価額（円）: 左軸

基準価額（円）: 左軸
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※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

※2021年９月21日のシステム統合により、小数点以下の端数処理等、計算ロジックの一部が変更となっています。
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投資環境について（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

中国株式（Ａ株）市場
中国株式（Ａ株）市場は、インフレ予想や

ロシアのウクライナ侵攻を巡る地政学リス
クが高まったこと、新型コロナウイルスの
感染拡大による中国の主要都市でのロック
ダウン（都市封鎖）などを背景に大幅な調整
局面となり、下落しました。

セクター別では、エネルギー、公益事業、
不動産などが比較的好調だった一方で、情
報技術、素材、ヘルスケアなどは軟調な展
開となりました。

香港株式（中国関連株）市場
香港株式（中国関連株）市場は下落しまし

た。
2021年11月中旬以降、中国各地で新型コ

ロナウイルスの感染が拡大したことや、中
国の低調な経済指標の発表などを受け、年
末にかけて軟調となりました。2022年２月
から３月はロシアのウクライナ侵攻による
地政学リスクの高まり、米国に上場する中
国株の上場廃止リスクの再燃、米国政府発
表の「未検証リスト」（輸出後の用途が検証で
きないことなどを理由に輸出を制限する対

象）に中国の大手バイオ企業が含まれたこと
などが嫌気されました。４月以降も、上海
のロックダウンの長期化や供給網の混乱に
よる景気の先行き不透明感から軟調でした。

一方、５月に上海市当局が６月から社会・
経済活動を正常化させると発表すると、最
悪期は過ぎたとの見方が広がりました。ま
た、自動車購入税の減税や不動産の販売奨
励策、インフラ投資の加速など、景気支援
策が強化されたことも好材料となり、６月
末にかけてやや持ち直しました。しかし、
その後は、一部の不動産開発業者の信用不
安を背景に、市民による住宅ローン返済拒
否問題に注目が集まったことや、ペロシ米
下院議長の台湾訪問を契機とした地政学リ
スクの高まりなどが悪材料視され、期間末
にかけて軟調となりました。

為替市場
米ドル・円は、2021年10月中旬から2022

年３月上旬まで１米ドル＝115円を挟んだ動
きが続きました。しかし、その後は、日本
銀行が金利上昇を抑制するスタンスを維持
する一方で、米国の政策金利の見通しが大
幅に引き上げられたことなどから、日米金

期間における中国株式（Ａ株、香港株式）市場は下落しました。また、為替市場では、香
港ドル高・円安となりました。



7

大和住銀 中国株式ファンド

当ファンド
運用の基本方針に従い、中国Ａ株マザー

ファンドおよび大和住銀 中国株マザーファ
ンドへの投資を通じて、中国（中国、香港）
企業の株式（Ａ株を含む）へ実質的に投資し
ました。中国Ａ株マザーファンドと大和住
銀 中国株マザーファンドの組入比率につい
て、基本方針からの乖離を調整するための
リバランスを数回にわたり実施しました。

中国Ａ株マザーファンド
中国Ａ株マザーファンドでは、クレディ・

スイス（ルクス）　チャイナ・RMB・エクイ
ティ・ファンド　シェアクラスEB　JPYの
組入比率を高位に保ちました。

クレディ・スイス（ルクス）　チャイナ・
RMB・エクイティ・ファンド　シェアクラス
EB　JPYでは、ボトムアップによる銘柄選
択に注力し、構造的成長を牽引する高品質
な企業を選好しています。こうした企業は
ビジネスサイクルの多くの局面においては
市場をアウトパフォームする傾向にありま
すが、グロース銘柄が弱含みとなる局面で
は市場を下回ることがあります。

大和住銀 中国株マザーファンド
成長性やバリュエーション（投資価値評

価）等の観点から銘柄入れ替えを積極的に行
いました。期間中は、保険大手の中国太平
洋保険（チャイナ・パシフィック・インシュ
アランス）や、不動産事業者向けにＥＲＰ

（統合基幹業務システム）等を提供する明源
雲集団（ミン・ユエン・クラウド・グルー
プ・ホールディングス）などを購入しました。
また、中国におけるウェルス・マネジメント

（富裕層向け資産管理サービス）需要の拡大
が中長期的な業績拡大の追い風になるとの
判断から、招商銀行（チャイナ・マーチャン
ツ・バンク）を購入しました。一方、ＥＮＮ 
エナジー・ホールディングスは、川上の天然
ガス価格の上昇が利益率悪化につながると
の懸念から売却しました。また、金利上昇
圧力が強まる中、主力市場の米国で住宅の
建設・修繕などに用いる電動工具の売上成長
の鈍化懸念から創科実業（テクトロニック・
インダストリーズ）を売却しました。

ポートフォリオについて（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

利差がさらに拡大するとの観測が強まり、
期間末にかけて円売り・米ドル買いが進みま
した。

この期間、香港ドル・円も、概ね米ドル・
円に沿った動きとなり、期間を通じてみる
と大幅な香港ドル高・円安となりました。
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ベンチマークとの差異について（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

分配金について（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第13期

当期分配金 0
（対基準価額比率） （0.00％）

当期の収益 －

当期の収益以外 －
翌期繰越分配対象額 4,333

期間の１万口当たりの分配金（税引前）は、
基準価額水準等を勘案し、左記の通りとい
たしました。

なお、留保益につきましては、運用の基
本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収

益率とは異なります。
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2  今後の運用方針
当ファンド

引き続き、運用の基本方針に従い、中国
Ａ株マザーファンドおよび大和住銀 中国株
マザーファンドへの投資を通じて、主とし
て中国の経済の発展に伴い成長が見込まれ
る中国（中国、香港）企業の株式（Ａ株を含
む）へ実質的に投資することで、信託財産の
成長を目指します。

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％程度を基本とします。

中国Ａ株マザーファンド
中国Ａ株マザーファンドでは、引き続き

運用の基本方針に従い、クレディ・スイス
（ルクス）　チャイナ・RMB・エクイティ・
ファンド　シェアクラスEB　JPYを高位で
組み入れます。

クレディ・スイス（ルクス）　チャイナ・
RMB・エクイティ・ファンド　シェアクラ
スEB　JPYでは、中国における現在の金融
緩和サイクルは継続し、2022年の下半期に
おける緩やかな経済成長の回復を支える可
能性が高いとみています。しかしグローバ
ルでの経済成長への向かい風や、高まる地
政学リスク、中国における新型コロナウイ

ルスの感染再拡大などによって、回復の道
のりは平坦なものではなさそうです。一方
で、中国政府から発表された足元の景気刺
激 策 は、 当 フ ァ ン ド の 主 要 エ ク ス ポ ー
ジャーである、持続可能性、イノベーショ
ン、そしてライフスタイルと消費のアップ
グレードといった分野における構造的な成
長ドライバー（原動力）を確認するものとみ
ています。クレディ・スイス（ルクス）　チャ
イナ・RMB・エクイティ・ファンド　シェ
アクラスEB　JPYでは、こうした構造的な
成長傾向に対しての投資を続けていくと共
に、引き続き力強い競争優位性をもちなが
らも株価に割安感のある質の高い企業への
投資を行っていきます。

大和住銀 中国株マザーファンド
米国を筆頭に、金融引き締めを行ってい

る国においては、景気後退を回避しながら
インフレを鎮静化させることが実現できる
か否かについて、悲観的な見方と楽観的な
見方が交錯しています。このため世界の株
式市場は中央銀行高官の発言や経済指標な
どに左右されやすく、値動きの荒い展開を
見込みます。一方、中国では景気下振れリ
スクは残存するものの、共産党大会を控え
て中国政府が景気下支えを積極化していま
す。中国の企業業績は、下方修正リスクを
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3  お知らせ
約款変更について

● 「大和住銀 中国株式ファンド」が投資対象とする「大和住銀 中国株マザーファンド」の運用委託
先であるスミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドとの業務分担の変
更に伴い、「大和住銀 中国株マザーファンド」における同社への運用の委託に係る報酬を変更
することとし、信託約款に所要の変更を行いました。 （適用日：2022年６月８日）

内包しながらも、全体としては回復基調が
続くと予想しており、株価は今後持ち直す
とみています。

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（優れた企

業）への選別投資を進めます。中でも構造的
な成長ドライバーを抱え、景気変動にかか
わらず持続的な成長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。
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4  当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2009年９月17日から2024年９月10日まで

運 用 方 針 マザーファンドへの投資を通じて、主として中国（中国、香港）企業の株式へ実質的に投資する
ことで、信託財産の成長を目指します。

主 要 投 資 対 象

当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。
中国Ａ株マザーファンド
クレディ・スイス（ルクス）　チャイナ・RMB・エクイティ・ファンド　シェアク
ラスEB　JPY
大和住銀 中国株マザーファンド
中国の株式

当 フ ァ ン ド の
運 用 方 法

■ 主として、中国の経済の発展に伴い成長が見込まれる中国（中国、香港）企業の株式へ実質的
に投資することで、信託財産の成長を目指します。

■ 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。

■ 「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。

■ 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。

組 入 制 限

当ファンド
■ 株式への直接投資は行いません。
■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
中国Ａ株マザーファンド
■ 株式への直接投資は行いません。
■ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
大和住銀 中国株マザーファンド
■ 株式への投資割合には、制限を設けません。
■ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分 配 方 針

■ 年１回（原則として毎年９月10日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。
■ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内

とします。
■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※ 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金

額について保証するものではありません。
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各資産クラスの指数

日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み）
株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社が算出、公表する指数で、日本の株式を対象としています。

先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。

新興国株 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。

先進国債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。

新興国債 ＪＰモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ダイバーシファイド（円ベース）
J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する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。また、上記各指数の

発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

5  代表的な資産クラスとの騰落率の比較

※上記期間の月末ごとに、それぞれ直近１年間の騰落率を算出し、最大・平均・最小を表示しています。よって、決算
日に対応した数値とは異なります。

※当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したものです。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

【2017年９月～2022年８月】

平均値
当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
9.0％ 8.3％ 16.2％ 9.9％ 0.1％ 3.5％ 2.5％

42.1

59.8 62.7

5.4 11.4
19.3

-16.0 -12.4
-19.4

-3.5 -4.5 -9.4

55.6

-25.1

（％）

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0 最大値

最小値
平均値



13

大和住銀 中国株式ファンド

銘柄名 組入比率

大和住銀 中国株マザーファンド 64.4％
中国Ａ株マザーファンド 35.4％
コールローン等、その他 0.2％

※比率は、純資産総額に対する割合です。

6  当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2022年９月12日）

組入れファンド等

※未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

マザーファンド
99.8%

マザーファンド
99.8%

その他
0.2%

資産別配分（純資産総額比）

日本
100.0%
日本
100.0%

国別配分（ポートフォリオ比）

日本・円
100.0％
日本・円
100.0％

通貨別配分（純資産総額比）

純資産等

項目 第13期末
2022年９月12日

純資産総額 （円） 2,005,101,659
受益権総口数 （口） 1,616,089,314
１万口当たり基準価額 （円） 12,407

※当期における、追加設定元本額は98,802,459円、解約
元本額は306,671,584円です。
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大和住銀 中国株マザーファンド（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

組入上位ファンドの概要

基準価額の推移 組入上位銘柄

１万口当たりの費用明細 

※未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
※基準日は2022年９月12日現在です。

（基準日：2022年９月12日）

銘柄名 業種 組入
比率

１ JD.COM INC - CL A 小売 8.6％
2 BOC AVIATION LTD 資本財 7.7％
3 CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 運輸 6.8％
4 POLY PROPERTY SERVICES CO-H 不動産 5.6％
5 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 保険 5.5％
6 CHINA RESOURCES LAND LTD 不動産 4.4％
7 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 資本財 4.2％
8 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 自動車・自動車部品 4.1％
9 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 消費者サービス 3.7％
10 AIA GROUP LTD 保険 3.5％

全銘柄数 26銘柄
※比率は、純資産総額に対する割合です。
※全組入銘柄につきましては、運用報告書（全体版）に記

載されています。

（単位：円）
項　目 （内訳） 金額 （内訳）

売買委託手数料 （株式） 55 （53）
（投資信託証券） （2）

有価証券取引税 （株式） 33 （32）
（投資信託証券） （1）

そ の 他 費 用 （保管費用） 38 （38）
（その他） （0）

合計 127
※項目の概要については、前記「費用明細」をご参照くだ

さい。

（円）

期首 期末'21/10 11 12 '22/１ ４ ５ ６ ７ ８２ ３
5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

外国株式
87.1％
外国株式
87.1％

その他
12.9％
その他
12.9％

資産別配分（純資産総額比）

中国
30.0％
中国

30.0％

香港
15.4％
香港

15.4％

シンガポール
8.8％

シンガポール
8.8％

台湾
7.7 ％
台湾

7.7 ％

ケイマン諸島
38.1％

ケイマン諸島
38.1％

国別配分（ポートフォリオ比）

台湾・ドル
8.7％

台湾・ドル
8.7％

日本・円
6.8％

アメリカ・ドル
6.0％

アメリカ・ドル
6.0％

香港・ドル
78.5％
香港・ドル
78.5％

通貨別配分（純資産総額比）
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中国Ａ株マザーファンド（2021年９月11日から2022年９月12日まで）
基準価額の推移 組入上位銘柄

１万口当たりの費用明細 

※未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
※基準日は2022年９月12日現在です。

（基準日：2022年９月12日）
銘柄名 組入比率

１ クレディ・スイス（ルクス） チャイナ・ＲＭＢ・
エクイティ・ファンド シェアクラスＥＢ ＪＰＹ 99.5％

2 ISHARES FTSE CHINA A50 E-HKD 0.0％
全銘柄数 ２銘柄

※比率は、純資産総額に対する割合です。

（単位：円）
項　目 （内訳） 金額 （内訳）

そ の 他 費 用 （保管費用） 24 （24）
（その他） （0）

合計 24
※項目の概要については、前記「費用明細」をご参照くだ

さい。

（円）

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

期首 期末'21/10 11 12 '22/１ ４ ５ ６ ７ ８２ ３

投資信託証券
99.5％

投資信託証券
99.5％

その他
0.5%

資産別配分（純資産総額比）

ルクセンブルグ
100.0%

ルクセンブルグ
100.0%

香港
0.0%

国別配分（ポートフォリオ比）

日本・円
100.0％
日本・円
100.0％

香港・ドル
0.0%

アメリカ・ドル
0.0%

通貨別配分（純資産総額比）
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クレディ・スイス（ルクス）　チャイナ・RMB・エクイティ・ファンド　シェアクラス
EB　JPY（2021年１月１日～2021年12月31日）

※国別配分は原則発行国もしくは投資国を表示しています。
※基準日は2021年12月31日です。 

１万口当たりの費用明細 
　単位当たり費用明細は入手できるデータがないため記
載していません。

株式
96.5%
株式
96.5%

短期金融商品等
3.5%

資産別配分（純資産総額比）
香港
3.0%
香港
3.0%

中国
93.5%
中国

93.5%

短期金融商品等
 3.5%

国別配分（純資産総額比）

人民元
87.0%
人民元
87.0%

香港ドル
9.5%

短期金融商品等
3.5%

短期金融商品等
3.5%

通貨別配分（純資産総額比）

　ICBCクレディ・スイス・アセット・マネジメントから提供されたデータに基づき作成しています。

※比率は、純資産総額に対する割合です。
※全組入銘柄につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入上位銘柄 （2021年12月31日現在）
銘柄名 業種 組入比率

１ YUNNAN ENERGY NEW MATERIALS LTD A 素材 5.5％
2 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT 資本財 5.4％
3 BANK OF NINGBO LTD A 銀行 5.2％
4 EAST MONEY INFORMATION LTD A 各種金融 5.0％
5 CHINA MERCHANTS BANK LTD A 銀行 4.7％

銘柄名 業種 組入比率
6 WULIANGYE YIBIN LTD A 食品・飲料・タバコ 4.5％
7 SHENGYI TECHNOLOGY LTD A テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.2％
8 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD 半導体・半導体製造装置 4.2％
9 GOERTEK INC A テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.6％
10 NARI TECHNOLOGY LTD A 資本財 3.5％

全銘柄数 49銘柄

※分配金再投資ベース

基準価額（円建て）の推移

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 期末期首 '21/２
90

100

110

120

130
期首＝100



交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

当ファンドは、信託約款において「運用報告書（全体版）」に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、次の手順でご覧
いただけます。なお、印刷した「運用報告書（全体版）」はご請求により交付させていただきますので、販売会社までお問い合わせください。

【閲覧方法】https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/にアクセス→ファンド名を入力→検索結果からファンドを選択

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
https://www.smd-am.co.jp

■�口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ�
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■�当運用報告書についてのお問い合わせ
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）

当期の状況受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し
上げます。
当ファンドは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。当期についても、運用方針
に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

基 準 価 額（期末） 9,984円

純資産総額（期末） 25百万円

騰　落　率（当期） －0.0％

分配金合計（当期） 0円

※騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定
して計算したものです。

大和住銀 中国株式ファンド
（マネー ･ポートフォリオ）

追加型投信／国内／債券

2021年９月11日から2022年９月12日まで

決算日：2022年９月12日第13期
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1  運用経過
基準価額等の推移について（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

期　　首 9,988円

期　　末 9,984円
（既払分配金0円（税引前））

騰 落 率 －0.0％
（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について
分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時

に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご
利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額な
どによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）

純資産総額（百万円）: 右軸

分配金再投資基準価額（円）: 左軸
基準価額（円）: 左軸

期首 期末'21/10 11 12 '22/１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
9,920

9,940

9,960

9,980

10,000

10,020

0

50

100
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●保有している公社債からスプレッド（国債に対する上乗せ金利）分のインカム収入を得た
こと

基準価額の主な変動要因（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

当ファンドは、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、本邦通貨建て
の公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行いました。

上昇要因

●マイナス金利政策の導入を背景として無担保コールレートがマイナス化していること
下落要因
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１万口当たりの費用明細（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a） 信 託 報 酬 －円 －％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は9,986円です。

投信会社: ファンド運用の指図等の対価
販売会社: 交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの

管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社: ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実

行等の対価

（投 信 会 社） （－） （－）

（販 売 会 社） （－） （－）

（受 託 会 社） （－） （－）

（b） 売買委託手数料 － － 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料: 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（株　　　　 式） （－） （－）

（先物・オプション） （－） （－）

（投資信託証券） （－） （－）

（c） 有価証券取引税 － － 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株　　　　 式） （－） （－）

（公　 社　 債） （－） （－）

（投資信託証券） （－） （－）

（d） そ の 他 費 用 1 0.007 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用:   海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および

資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用:  監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他: 信託事務の処理等に要するその他費用

（保 管 費 用） （－） （－）

（監 査 費 用） （1） （0.006）

（そ　 の　 他） （0） （0.001）

合 計 1 0.007

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法によ
り算出しています。

※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額

のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
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参考情報 総経費率（年率換算）

※各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、原則とし
て、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

※各比率は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。
※上記の前提条件で算出しているため、「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合が

あります。なお、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託
手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基
準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率換算）は0.01％です。

総経費率 その他費用

0.01％0.01％
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2017.９.11 2018.９.10 2019.９.10 2020.９.10 2021.９.10 2022.９.12
決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額 （円） 10,014 10,008 10,003 9,995 9,988 9,984
期間分配金合計（税引前） （円） － 0 0 0 0 0
分配金再投資基準価額騰落率 （％） － －0.1 －0.0 －0.1 －0.1 －0.0
純資産総額 （百万円） 219 228 84 94 58 25

最近５年間の基準価額等の推移について（2017年９月11日から2022年９月12日まで）

最近５年間の推移

※分配金再投資基準価額は、2017年９月11日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

当期

純資産総額（百万円）: 右軸

分配金再投資基準価額（円）: 左軸
基準価額（円）: 左軸

'17.９.11 '22.９.12'18 '19 '20 '21
9,920

9,940

9,960

9,980

10,000

10,020

10,040

0

100

200

300

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

※2021年９月21日のシステム統合により、小数点以下の端数処理等、計算ロジックの一部が変更となっています。
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当ファンド
主要投資対象であるキャッシュ・マネジメ

ント・マザーファンドを期間を通じて高位に
組み入れました。

キャッシュ・マネジメント・マザーファ
ンド

安全性と流動性を考慮し、短期の政府保
証債を中心とした運用を行いました。年限
に関しては、残存６ヵ月以内の政府保証債
を中心とした運用を継続しました。

ポートフォリオについて（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

ベンチマークとの差異について（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

投資環境について（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

国内短期金融市場
日本銀行は、２％の「物価安定の目標」の

実現を目指し、これを安定的に持続するた
めに必要な時点まで、「長短金利操作付き量
的・質的金融緩和」を継続しています。

2022年 ３ 月 に は、 Ｃ Ｐ（コ マ ー シ ャ ル

ペーパー）と社債の買い入れの増額措置は終
了したものの、「コロナ禍」対応の資金繰り
支援策などを縮小のうえ延長、大規模な金
融緩和政策については継続しました。

国庫短期証券３ヵ月物の利回りは、期間
を通してマイナス圏で推移しました。

期間における国内短期金融市場は、マイナス圏で推移しました。
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当ファンド
引 き 続 き、 運 用 の 基 本 方 針 に 従 い、

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、本邦通貨建ての公社債
および短期金融商品等に実質的に投資を行
い、利息等収入の確保を図ります。

キャッシュ・マネジメント・マザーファ
ンド

日本銀行は2022年４月の金融政策決定会
合において、現行の金融政策の長期化を強
く示唆しました。現時点で日本銀行による
マイナス金利の深掘りの可能性は低いもの

の、現行の強力な金融緩和政策を継続する
ことから、市場利回りは当分の間低い水準
での推移を予想します。当ファンドでは引
き続き、安全性と流動性をもっとも重視し
たスタンスでの運用を継続し、短期の国債・
政府保証債を中心とした運用を行っていき
ます。ファンドの平均残存年限については、
２～４ヵ月程度を目安に短めを基本とする
方針です。

3  お知らせ
約款変更について

該当事項はございません。

2  今後の運用方針

分配金について（2021年９月11日から2022年９月12日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第13期

当期分配金 0
（対基準価額比率） （0.00％）

当期の収益 －

当期の収益以外 －
翌期繰越分配対象額 528

期間の分配は、複利効果による信託財産
の成長を優先するため、見送りといたしま
した。

なお、留保益につきましては、運用の基
本方針に基づき運用いたします。

※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。 
※「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収

益率とは異なります。
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4  当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／国内／債券
信 託 期 間 2009年９月17日から2024年９月10日まで

運 用 方 針 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。

主 要 投 資 対 象
当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
本邦通貨建て公社債および短期金融商品等

当 フ ァ ン ド の
運 用 方 法

■ 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。

組 入 制 限

当ファンド
■ 株式への実質投資は行いません。
■ 外貨建資産への実質投資は行いません。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
■ 株式への投資は行いません。
■ 外貨建資産への投資は行いません。

分 配 方 針

■ 年１回（原則として毎年９月10日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定
します。

■ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内
とします。

■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※ 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金

額について保証するものではありません。
マネー・ポートフォリオは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑
制します。

（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
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各資産クラスの指数

日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み）
株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社が算出、公表する指数で、日本の株式を対象としています。

先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。

新興国株 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。

先進国債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。

新興国債 ＪＰモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ･グローバル･ダイバーシファイド（円ベース）
J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する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。また、上記各指数の

発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

5  代表的な資産クラスとの騰落率の比較

※上記期間の月末ごとに、それぞれ直近１年間の騰落率を算出し、最大・平均・最小を表示しています。よって、決算
日に対応した数値とは異なります。

※当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したものです。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

【2017年９月～2022年８月】

平均値
当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

8.3％ 16.2％ 9.9％ 0.1％ 3.5％ 2.5％
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銘柄名 組入比率

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 99.8％
コールローン等、その他 0.2％

※比率は、純資産総額に対する割合です。

6  当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2022年９月12日）

組入れファンド等

※未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

マザーファンド
99.8%

マザーファンド
99.8%

その他
0.2%

資産別配分（純資産総額比）

日本
100.0%
日本
100.0%

国別配分（ポートフォリオ比）

日本・円
100.0％
日本・円
100.0％

通貨別配分（純資産総額比）

純資産等

項目 第13期末
2022年９月12日

純資産総額 （円） 25,611,234
受益権総口数 （口） 25,651,632
１万口当たり基準価額 （円） 9,984

※当期における、追加設定元本額は11,508,126円、解約
元本額は43,933,447円です。
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キャッシュ・マネジメント・マザーファンド（2021年７月27日から2022年７月25日まで）

組入上位ファンドの概要

基準価額の推移 組入上位銘柄

１万口当たりの費用明細 

※未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
※基準日は2022年７月25日現在です。

（基準日：2022年７月25日）
銘柄名 組入比率

1 1 政保新関西空港 9.7％
2 182 政保道路機構 8.8％
3 18 政保中部空港 6.6％
4 42政保地方公共団 6.1％
5 23 政保日本政策 4.4％
6 11 ダイセル 4.4％
7 40政保地方公共団 3.7％
8 175 政保道路機構 2.9％
9 39政保地方公共団 2.5％
10 6 JXホールデイングス 2.2％

全銘柄数 21銘柄
※比率は、純資産総額に対する割合です。
※全組入銘柄につきましては、運用報告書（全体版）に記

載されています。

（単位：円）
項　目 （内訳） 金額 （内訳）

そ の 他 費 用 （その他） 0 (0)
合計 0

※項目の概要については、前記「費用明細」をご参照くだ
さい。

（円）

期首 期末'21/８ '22/１９ 10 11 12 ２ ３ ４ ５ ６
10,130

10,140

10,150

10,160

10,170

国内債券
75.3%
国内債券
75.3%

その他
24.7%
その他
24.7%

資産別配分（純資産総額比）

日本
100.0%
日本
100.0%

国別配分（ポートフォリオ比）

日本・円
100.0％
日本・円
100.0％

通貨別配分（純資産総額比）




