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受付時間　営業日の９：00～17：00

第13期末（2019年12月10日）
基 準 価 額 19,001円
純 資 産 総 額 26,813百万円

第13期
騰 落 率 6.3％
分配金（課税前）合計 0円

（注）騰落率は分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなし
て計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示して
おります。

（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

新生・ＵＴＩインドファンド
追加型投信／海外／株式

交付運用報告書
	 	 	第13期（決算日：2019年12月10日）

作成対象期間（2018年12月11日～2019年12月10日）

○�交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち
重要なものを記載した書面です。その他の内容について
は、運用報告書（全体版）に記載しております。

○�当ファンドは、投資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
定めております。運用報告書（全体版）は、新生インベ
ストメント・マネジメントのホームページにて閲覧・ダ
ウンロードいただけます。

○�運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求によ
り交付されます。交付をご請求される方は、販売会社ま
でお問い合わせください。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
弊社ホームページの「基準価額一覧」からファンド名称

を選択し、「ファンドの特色」ページにおいて運用報告書（全
体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ

ます。
さて、ご購入いただいております「新生・

ＵＴＩインドファンド」は去る2019年12月10
日に第13期の決算を行いました。
当ファンドは中長期的な信託財産の成長をめ

ざして運用を行いました。
ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引立て賜りますようお願

い申し上げます。
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運用経過
期中の基準価額等の推移 � （2018年12月11日～2019年12月10日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）

（円） （百万円）
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期 首：17,882円
期 末：19,001円（既払分配金（課税前）：0円）
騰落率： 6.3％（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみな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
を示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2018年12月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。なお、上記表
示期間に収益分配が行われなかった場合、基準価額と分配金再投資基準価額の推移は同一のものとなります。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）参考指数についての説明は、P15の「当ファンドの参考指数について」をご参照ください。

○基準価額の主な変動要因
当期末の基準価額は19,001円で、前期末比＋6.3％で期末を迎えました。
＜上昇の要因＞
・�2019年２月に財政赤字を抑制しながら経済成長の加速に重点を置いた予算が策定され、農家や中間所
得層、地方経済への支援を通じた消費拡大が見込めることから、株式市場が上昇したこと。
・�インフレの落ち着きを考慮して、ＲＢＩ（インド準備銀行）が実施した５回の政策金利の引き下げ（6.5％
→5.15％）を好感し、株式市場が上昇したこと。
・�９月に景気刺激策の一環として、法人税率を30％から22％に引き下げたことや、キャピタルゲインに
対する付加税の撤回等の施策を政府が発表し、株式市場が上昇したこと。
・�一部の小売業や消費財関連、銀行等が、法人税率の引き下げの恩恵を消費者に還元することでフェスティ
バルシーズン中の需要が回復し、株価が上昇したこと。
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＜下落の要因＞
・�2018年末から2019年年明けにかけて、米中貿易摩擦問題やグローバルな経済成長の減速懸念などから
投資家がリスク回避姿勢を強めた影響を受けて、株式市場が下落したこと。
・�７月には、海外投資家に対して高い税率がかけられるという懸念から、海外投資家からの売り圧力が
高まり、株式市場が下落したこと。
・�８月に民間セクターの消費減速や製造業の活動鈍化、サービス業の景況感指数の悪化等により、2019
年度第１四半期（４月～６月）の実質ＧＤＰ（国内総生産）成長率が＋5.0％に減速し、株式市場が下
落したこと。

1万口当たりの費用明細 � （2018年12月11日～2019年12月10日）

項 目 当 期 項目の概要金 額 比 率
円 ％

（a） 信託報酬 230 1.254 （a）�信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） （ 79） （0.429） 委託した資金の運用の対価

（販売会社） （141） （0.770） 交付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、
購入後の情報提供等の対価

（受託会社） （ 10） （0.055） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） その他費用 3 0.017 （b）�その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（監査費用） （  0） （0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印 　 刷） （  3） （0.014） 法定開示資料の印刷にかかる費用

合 計 233 1.271

期中の平均基準価額は、18,353円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託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。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く）が支払った費用を含みません。
（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表

示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第

３位未満は四捨五入してあります。
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（参考情報）
◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）
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
除した経費率（年率）は1.97％です。

経費率
1.97％

当ファンド
1.28％
当ファンド
1.28％

投資先
ファンド
0.69％

投資先
ファンド
0.69％

運用管理費用
（投信会社）
0.43％

運用管理費用
（投信会社）
0.43％

運用管理費用
（販売会社）
0.77％

運用管理費用
（販売会社）
0.77％

運用管理費用
（受託会社）
0.06％

その他費用
0.02％

運用管理費用
0.69％

運用管理費用
0.69％

（単位：％）

経費率（①＋②） 1.97

①当ファンドの費用の比率 1.28

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.69

（注）当ファンドの費用は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す。
（注）各費用は、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。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、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。
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最近5年間の基準価額等の推移 � （2014年12月10日～2019年12月10日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）

（円） （百万円）
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（注）分配金再投資基準価額は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみな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
を示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、2014年12月10日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。なお、上記表示期間に
収益分配が行われなかった場合、基準価額と分配金再投資基準価額の推移は同一のものとなります。

2014年12月10日 2015年12月10日 2016年12月12日 2017年12月11日 2018年12月10日 2019年12月10日
決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額 （円） 14,082 13,866 13,981 18,849 17,882 19,001
期間分配金合計（課税前） （円） － 0 0 0 0 0
分配金再投資基準価額騰落率（％） － △ 1.5 0.8 34.8 △ 5.1 6.3
参考指数騰落率 （％） － △ 13.5 3.3 30.6 △ 8.6 5.6
純資産総額� （百万円） 29,945 25,842 22,489 26,166 24,998 26,813
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです。参考指数についての説明はP15の「当ファンドの参考

指数について」をご参照ください。
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投資環境 � （2018年12月11日～2019年12月10日）

＜インド株式市場＞
2018年12月７日から2019年12月９日の間（現地）に、S&P�BSE�Sensex指数は35,673.25から40,487.43
に13.50％上昇しました。期中の最安値は34,959.72で、最高値は41,130.17でした。S&P�BSE100種指数は、
11,989.12で期末を迎え、9.77％上昇しました。

米国の実質ＧＤＰ成長率（前期比・年率、以下同じ）は、2019年第２四半期（４月～６月）が＋2.1％
となりました。その後、米中貿易摩擦が激しくなったことも影響して、2019年第３四半期（７月～８月）
は＋1.9％に鈍化しました。またＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）は、2018年12月の政策会合で政策金
利を2.25％～2.50％に引き上げましたが、2019年年明け以降の実質ＧＤＰ成長率の鈍化等も考慮して、
2019年７月の会合で約10年半ぶりに政策金利を引き下げ、その後も９月と10月の会合で政策金利をそれ
ぞれ0.25％（３回合計0.75％）ずつ引き下げて1.50％～1.75％の範囲としました。さらにＦＲＢは、民間
銀行がＦＲＢに預ける超過準備預金への付利を0.30％削減して1.80％にしました。ＦＲＢは、「目標金利
の適切な道筋を精査しながら、経済見通しに関する今後の情報が示唆するものを引き続き注視する」と
述べました。
ＩＭＦ（国際通貨基金）は４月に公表した世界経済の成長見通しにおいて、米中貿易摩擦等の影響を
考慮して2019年の成長率を前年比＋3.3％に引き下げました。2020年の成長率は同＋3.6％と予測しました
が、この予測は米中貿易摩擦、英国のＥＵ（欧州連合）離脱に対する不確実性、アルゼンチンやトルコ
などの地政学的リスク等の影響を受けて鈍化する恐れもあり、0.5％程度引き下げる可能性があると警告
しています。
インドの2018年度第４四半期（2019年１月～３月）の実質ＧＤＰ成長率は前年同期比＋5.8％で、2018
年度通期のＧＤＰは前年比＋6.8％となりました。暫定予算では、農業と中産階級の需要を促すための財
政支援が実施されました。また、ＲＢＩによる金融面での支援も開始され、2019年２月に政策金利が引
き下げられました。しかし、2019年度第１四半期（４月～６月）の実質ＧＤＰ成長率は、民間投資の低
迷と世界的な景気減速による民間需要の減少が影響して、前年同期比＋5.0％に鈍化しました。それは、
昨年発生したノンバンクの経営危機や、銀行や企業のバランスシートの拡大、農村部や都市部の需要低
迷も成長率低下の一因となりました。今年度は政府支出と個人消費は持ち直したものの企業の設備投資
が悪化したため、2019年度第２四半期（７月～９月）の実質ＧＤＰ成長率は同＋4.5％に低下しました。
また需要の低迷により、第２四半期の設備投資の伸びは１％（第１四半期：４％）に低下しましたが、
個人消費の伸びは5.1％（同：3.1％）に改善しました。2019年度上半期のＧＤＰ成長率は前年同期比＋4.8％
でした。ＲＢＩからの分配金は、政府支出を復活させ、今後の成長を後押しします。
インドのＣＰＩ（消費者物価指数）は、2019年１月に前年同月比＋1.97％（2018年12月は同＋2.11％）
へ低下して以降徐々に上昇して、2019年10月に同＋4.62％（９月は同＋3.99％）となりました。その要因
は、食料生産が落ち込み価格が上昇したため、食料関連のインフレ率が上昇したことにあります。コア
インフレ率（食料品や燃料などの価格変動の大きい品目を除いたＣＰＩ）は、2019年10月は同＋3.8％に
低下（９月は同＋4.2％）しました。2019年度のＣＰＩとコアインフレ率の予想値は、それぞれ前年比
＋3.43％と同＋5.81％を見込んでいます。
ＲＢＩは、政策金利を2019年２月から10月にかけて５回連続（合計1.35％）利下げして5.15％とした後、
12月のＭＰＣ（金融政策委員会）では政策金利を据え置きました。ＲＢＩ総裁は会見で、インフレ見通
しに対するリスクを考慮して一時的に利下げを停止し、既に発表された様々な措置（金融および財政）
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が実施されたことによる影響を確認する必要があると述べました。ＭＰＣは、2019年度下半期のＣＰＩ
予測を前年同期比＋5.1～＋4.7％（前回：同＋3.5～＋3.7％）、2020年度上半期を同＋4.0～＋3.8％（2020年
度第１四半期前回：同＋3.6％）に修正しました。ただし、2020年度第２四半期までにインフレ率が同＋４％
を下回ると予想しています。ＭＰＣは経済活動の鈍化を考慮して成長見通しを2019年度は前年比＋５％
（前回：同＋6.1％）、2019年度下半期は同＋4.9～＋5.5％（前回：同＋6.6～＋7.2％）、2020年度上半期は同
＋5.9～＋6.3％（2020年度第１四半期前回：同＋7.2％）に下方修正しました。これを受けて政府とＲＢＩは、
センチメントを回復させ内需を刺激する措置を検討しています。
インド財務相は、成長と投資を促進するために、インド企業に対する法人税率を30％から22％に引き
下げることを提案しました。企業の実質法人税率（付加税等含む）は約35％でしたが、25.17％に引き下
げられました。また、2019年10月１日以降に設立され2023年３月31日までに操業を開始する製造会社は、
15％の法人税率を選択できます。これにより、民間部門の投資を復活させ、経済成長に必要な勢いを与
えることが期待されています。さらに、これらの企業は、ＭＡＴ（最低代替税）も免除されます。
この減税により、インドの法人税率は世界基準と近いものになり、インドの企業部門が直面する不利
益を取り除きました。財務相が提案した法人税率の引き下げは、企業部門の収益性を改善するだけでなく、
経済のセンチメントを改善するという点でも大きな影響を与える可能性があります。また、これにより
企業部門がこれらの恩恵を消費者に還元することで、消費低迷からの回復に弾みをつけることができます。
純利益の改善はＲＯＥ（自己資本利益率）の改善にも寄与し、企業部門のより高く持続的な成長につな
がります。さらに、多くのプロジェクトにおいて税引き後のリターンが改善されるため、民間部門によ
る資本投資の復活も期待されます。インドが投資先として国際的に競争力があり、より多くの国からの
直接投資を引き付けることができるという利点もあります。

＜日本短期金融市場＞
国庫短期証券３ヵ月物の利回りは、断続的な日銀（日本銀行）の買入オペの影響等から、期を通じて０％
を下回る水準で推移し、日銀による長短金利操作付き量的・質的金融緩和の影響もあり、期末時点にお
いては－0.1100％程度の水準となりました。

＜為替市場＞
当期中、インド・ルピーは対円で約3.52％下落し、１インド・ルピー１円53銭で期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ � （2018年12月11日～2019年12月10日）

＜新生・ＵＴＩインドファンド＞
当ファンドは、主にインド株式へ投資を行うモーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei�UTI�India�

Fund（Mauritius）Limited」Class�A投資証券（以下、「投資先ファンド」といいます）と、主としてわ
が国の短期公社債および短期金融商品に投資する証券投資信託「新生�ショートターム・マザーファンド」
受益証券を主要投資対象としています。また、基本方針として「投資先ファンド」の組入比率を高位に
保つことをめざしています。
当期は、基本方針に従い「投資先ファンド」の組入比率を高位に保つことによって、実質的にインド
株式への投資を行うとともに、余裕資金を効率的に運用するために「新生�ショートターム・マザーファ
ンド」受益証券を一部組入れた運用を行いました。
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＜Shinsei�UTI�India�Fund（Mauritius）Limited�Class�A＞
投資先ファンドの株式組入比率は、期を通じて概ね95％以上で推移し、投資先ファンドの基準価額の

騰落率は、＋7.59％となりました。
当期を通じて、銀行・金融サービスや情報技術、ヘルスケア、自動車、消費財などの分野を中心に投
資する一方で、資本財、金属、エネルギー部門については低水準に抑えた運用を行いました。

＜新生�ショートターム・マザーファンド＞
新生�ショートターム・マザーファンドでは、主としてコールローンや国庫短期証券等を組入れましたが、

期を通じて、コールローンおよび国庫短期証券等の利回りがマイナスとなっている状況が続きました。
当期において、基準価額に大きな変動はありませんでした。

当ファンドのベンチマークとの差異 � （2018年12月11日～2019年12月10日）

当ファンドでは運用の目標となるベンチ
マークを設けておりません。
右記のグラフは、基準価額と参考指数の騰
落率の対比です。

基準価額 参考指数

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率比）
（％）

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

第13期
2019/12/10

（注）基準価額の騰落率は分配金（課税前）込みです。
（注）参考指数についての説明は、P15の「当ファンドの参考指数について」を

ご参照ください。
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分配金 � （2018年12月11日～2019年12月10日）

第13期は、「投資先ファンド」の水準等を勘案し、分配を見送ることとしました。収益分配に充てなかっ
た利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。
○分配原資の内訳
� （単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目
第13期

2018年12月11日～
2019年12月10日

当期分配金 －
（対基準価額比率） －％

当期の収益 －
当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 11,161
（注）�対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）�当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針
＜新生・ＵＴＩインドファンド＞
当ファンドでは引き続き、「投資先ファンド」への投資を通じてインド株式を高位に組入れるとともに、
余裕資金を効率的に運用するために「新生�ショートターム・マザーファンド」を一部組入れた運用を行っ
ていく方針です。

＜Shinsei�UTI�India�Fund（Mauritius）Limited�Class�A＞
フェスティバルシーズン中に自動車や耐久消費財、小売などの分野で需要動向に改善傾向が見られま
した。これは、財務相によって発表された法人税減税により、製造業者、小売業者、銀行などが立ち上
げたプロモーション活動と資金調達スキームによって、消費に勢いがつきました。この減税は、消費者
に利益をもたらし需要を回復させるという、企業にとって良い機会を提供しました。消費の勢いが数ヵ
月間続いた場合、経済成長の回復につながる可能性があります。私たちは、引き続きインドの長期的な
成長に期待しています。
インドでは、銀行および金融サービスが普及していないので、銀行および金融サービスは成長が見込
めます。同セクター内では、良質な資産と高い収益率を持ち、且つ常に一定の市場シェアを獲得してい
る民間銀行に対して、優先して投資しています。流動性改善の観点からすると、国有銀行の資本増強は
金融部門の流動性を改善すると思われます。さらに政府は、信用リスクの改善に役立つさまざまな手段
を通じて、ノンバンクへの資金提供を実施しました。
消費財分野は、将来の成長とキャッシュフローの両面で最も有望なセクターであるため、前向きな評
価です。消費関連企業は、高額紙幣廃止とＧＳＴ（物品・サービス税）導入以降経済が安定した後でも、
長期的な成長性は損なわれていませんが、商品の販売量は伸び悩んでいます。強力なモンスーンへの対
応は、農業技術の改善に役立つはずであり、それが消費を支えると考えています。国内で普及率が低い
セクターに属する企業への投資を維持することで、長期での成長を実現しています。ＧＳＴの導入は、
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組織化されていない企業から市場シェアを獲得している組織化された企業にとって、中長期的にプラス
です。全世界の企業のＩＴ関連への支出は、前年比＋6.2％の3.7兆米ドルが見込まれ、これは2007年以降
で最高の伸びとなることから、情報技術セクターに前向きです。
世界経済は減速の兆しを見せていますが、デジタル技術への支出は、引き続き高いレベルを維持する
と見込まれます。インドのＩＴ企業におけるデジタル関連分野での収益貢献は、今後数年間にわたって
一貫して増加し、企業の成長を引き上げるのに役立つと思われます。ＩＴ部門は、多くの資金を背景と
して、戦略的な役割を維持すると思われます。
ヘルスケア分野は、引き続き長期的な成長が期待できるため前向きです。投資先ファンドのヘルスケ
ア関連のポートフォリオは、インド国内の医療機関、米国市場に特化した医療機関、医薬品開発・製造
の受託業者等に分散して投資しています。インドの製薬関連および新たな医療関連事業は、多くの収益
を生み出す安定した成長分野です。米中の貿易戦争によって、この分野の企業の中には、中国への依存
を減らす製薬会社から受注することもありえます。自動車部門も、国内での普及率が低いので、今後高
い収益が得られるため、長期的な観点から引き続き前向きです。自動車セクターにおける資金調達の大
部分は、最近不振なノンバンクによって融資されたため、現在の自動車需要の低迷はノンバンクからの
資金調達が不安定なことによって増幅されています。また、ハイブリッド車とＥＶに関する政策転換に
加えて、排出ガス規制であるＢＳ-ＩＶからＢＳ-ＶＩへの規制の強化による混乱等により、消費に悪影
響を与えていると考えています。この機会を利用して、自動車セクター内において、長期にわたり高い
成長が見込める企業のエクスポージャーを増やしています。

＜新生�ショートターム・マザーファンド＞
今後もしばらくの間、日銀は国内外の動向を注視しながら物価上昇率２％をめざして金融緩和を継続

していくものと想定しており、引き続き低水準の金利環境が続くとみています。マザーファンドでは、
引き続き当初の運用方針に基づき、国庫短期証券等に投資する方針です。
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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 原則として無期限です。クローズド期間はありません。
運 用 方 針 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。

主 要 投 資 対 象

モーリシャス籍円建て外国投資法人�
「Shinsei�UTI�India�Fund（Mauritius）
Limited」Class�A投資証券

主として、インドの証券取引所に上場する株式等を投資対象とします。ただし、
直接投資に加えて、預託証書を用いた投資等を行うことがあります。

証券投資信託
「新生�ショートターム・マザー
ファンド」受益証券

主としてわが国の短期公社債および短期金融商品等に投資します。

運 用 方 法

・�モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei�UTI�India�Fund（Mauritius）Limited」のClass�A投資証券及
び証券投資信託である「新生�ショートターム・マザーファンド」の受益証券を主な投資対象とします。

・投資信託証券への投資比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・�投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に指
定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。

・�資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準
になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

分 配 方 針 毎決算時に、委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります。
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（参考情報）

○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

最大値（当ファンド） 最大値 最小値（当ファンド） 最小値 平均値

（％）
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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

（2014年12月末～2019年11月末）

（単位：％）
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

最大値 87.6 41.9 34.1 37.2 9.3 16.4 19.3
最小値 △ 23.0 △ 22.0 △ 17.5 △ 27.4 △ 4.0 △ 12.3 △ 17.4
平均値 14.8 8.1 9.0 5.5 2.1 1.8 1.0

（注）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。
（注）2014年12月から2019年11月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI�－�KOKUSAI�インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA�－�BPI国債
先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
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・ディバーシファイド（円ベース）

※各指数についての説明は、P15の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
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当ファンドのデータ
組入資産の内容 � （2019年12月10日現在）

○組入上位ファンド
銘 柄 名 第13期末

％
Shinsei�UTI�India�Fund（Mauritius）Limited�Class�A 98.6
新生�ショートターム・マザーファンド 0.2

組入銘柄数 2銘柄
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

投資信託証券
98.6％

投資信託証券
98.6％

親投資信託受益証券
0.2％

その他
1.2％

○国別配分

モーリシャス
98.6％

モーリシャス
98.6％

日本
1.4％

○通貨別配分

日本円
100.0％
日本円
100.0％

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。

純資産等

項 目 第13期末
2019年12月10日

純資産総額 26,813,440,524円
受益権総口数 14,111,788,601口
1万口当たり基準価額 19,001円
＊期中における追加設定元本額は2,764,741,589円、同解約元本額は2,632,749,417円です。
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組入上位ファンドの概要
新生 ショートターム・マザーファンド

（円）

10,166

10,168

10,170

10,172

10,174

10,176

10,178

2019/1 2019/3 2019/5 2019/7 2019/9 2019/11

（2018年12月11日～2019年12月10日）
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（2018年12月11日～2019年12月10日）
該当事項はございません。

【組入上位10銘柄】
（2019年12月10日現在）

銘柄名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 第８５７回国庫短期証券 国債証券 日本円 日本 ５５.9
2 － － － － －
3 － － － － －
4 － － － － －
5 － － － － －
6 － － － － －
7 － － － － －
8 － － － － －
9 － － － － －
10 － － － － －

組入銘柄数 1銘柄
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】

国内債券
55.9％
国内債券
55.9％

その他
44.1％
その他
44.1％

【国別配分】

日本
100.0％
日本
100.0％

【通貨別配分】

日本円
100.0％
日本円
100.0％

（注）比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照下さい。
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Shinsei UTI India Fund（Mauritius）Limited Class A

（円）
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（2018年４月１日～2019年３月31日）

【基準価額の推移】

2018/3 2018/6 2018/9 2018/12

【1万口当たりの費用明細】
（2018年４月1日～2019年３月３1日）

当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていな
いため、掲載しておりません。

【組入上位10銘柄】
（2019年３月３1日現在）

銘柄名 種別 業種 通貨 国（地域） 比率
％

1 BAJAJ FINANCE LTD 株式 銀行･金融サービス INR インド 7.4
2 HDFC BANK LIMITED 株式 銀行･金融サービス INR インド 6.0
3 INDUSIND BANK LTD 株式 銀行･金融サービス INR インド 5.2
4 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 株式 銀行･金融サービス INR インド 3.9
5 YES BANK LTD 株式 銀行･金融サービス INR インド 3.5
6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 株式 銀行･金融サービス INR インド 3.4
7 INFOSYS LTD 株式 情報技術 サービス INR インド 3.3
8 TATA CONSULTANCY SVCS LTD 株式 情報技術 サービス INR インド 2.9
9 MINDTREE LTD 株式 情報技術 サービス INR インド 2.8
10 INFO EDGE INDIA LTD 株式 情報技術 サービス INR インド 2.7

組入銘柄数 53銘柄
（注）比率は当該組入ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】
その他
1.5%

株式
98.5%

【国別配分】
その他
0.0%

インド
100.0%

【通貨別配分】

インド・ルピー
99.8%

その他
0.2%

（注）比率は当該組入ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。

90108_Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A_800893.indd   1 2020/01/14   17:55:44

13

新生・ＵＴＩインドファンド

交付_90108_133003_20191210_三校_新生・ＵＴＩインドファンド_801757.indd   13 2020/01/21   16:17:49



新生 ショートターム・マザーファンド

（円）
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（2018年12月11日～2019年12月10日）
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（2018年12月11日～2019年12月10日）
該当事項はございません。

【組入上位10銘柄】
（2019年12月10日現在）

銘柄名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 第８５７回国庫短期証券 国債証券 日本円 日本 ５５.9
2 － － － － －
3 － － － － －
4 － － － － －
5 － － － － －
6 － － － － －
7 － － － － －
8 － － － － －
9 － － － － －
10 － － － － －

組入銘柄数 1銘柄
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】

国内債券
55.9％
国内債券
55.9％

その他
44.1％
その他
44.1％

【国別配分】

日本
100.0％
日本
100.0％

【通貨別配分】

日本円
100.0％
日本円
100.0％

（注）比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照下さい。
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Shinsei UTI India Fund（Mauritius）Limited Class A

（円）
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（2018年４月１日～2019年３月31日）

【基準価額の推移】

2018/3 2018/6 2018/9 2018/12

【1万口当たりの費用明細】
（2018年４月1日～2019年３月３1日）

当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていな
いため、掲載しておりません。

【組入上位10銘柄】
（2019年３月３1日現在）

銘柄名 種別 業種 通貨 国（地域） 比率
％

1 BAJAJ FINANCE LTD 株式 銀行･金融サービス INR インド 7.4
2 HDFC BANK LIMITED 株式 銀行･金融サービス INR インド 6.0
3 INDUSIND BANK LTD 株式 銀行･金融サービス INR インド 5.2
4 KOTAK MAHINDRA BANK LTD 株式 銀行･金融サービス INR インド 3.9
5 YES BANK LTD 株式 銀行･金融サービス INR インド 3.5
6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 株式 銀行･金融サービス INR インド 3.4
7 INFOSYS LTD 株式 情報技術 サービス INR インド 3.3
8 TATA CONSULTANCY SVCS LTD 株式 情報技術 サービス INR インド 2.9
9 MINDTREE LTD 株式 情報技術 サービス INR インド 2.8
10 INFO EDGE INDIA LTD 株式 情報技術 サービス INR インド 2.7

組入銘柄数 53銘柄
（注）比率は当該組入ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】
その他
1.5%

株式
98.5%

【国別配分】
その他
0.0%

インド
100.0%

【通貨別配分】

インド・ルピー
99.8%

その他
0.2%

（注）比率は当該組入ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。

90108_Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A_800893.indd   1 2020/01/14   17:55:44

14

新生・ＵＴＩインドファンド

交付_90108_133003_20191210_三校_新生・ＵＴＩインドファンド_801757.indd   14 2020/01/21   16:17:49



＜当ファンドの参考指数について＞
参考指数は、S&P�BSE100種指数（ムンバイ100種指数、ローカルベース）をもとに委託者が独自に円換算した
ものです。なお、指数化にあたっては、前営業日の同指数を営業日当日の為替を使用し独自に円換算しています。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、
信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連し
て資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、
何らの責任も負いません。

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象とし
て算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東
京証券取引所に帰属します。

○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI�－�KOKUSAI�インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI�Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国
の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI�Indexに関する著作権、知的財産
権その他一切の権利は、MSCI�Inc.に帰属します。

○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI�Inc.が開発した、世界の新興
国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI�Indexに関する著作権、知的財
産権その他一切の権利は、MSCI�Inc.に帰属します。

○NOMURA － BPI国債
NOMURA�－�BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発され
た投資収益指数です。なお、NOMURA�－�BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、
野村證券株式会社に帰属します。

○FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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その他一切の権利は、FTSE�Fixed�Income�LLCに帰属します。

○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・ディバーシファイド（円ベース）
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・ディバーシファ
イド（円ベース）は、J.P.�Morgan�Securities�LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を
対象にした指数です。なお、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・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.�Morgan�Securities�LLC
に帰属します。
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