
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。

2017年10月21日から2018年10月22日まで

第17期 決算日：2018年10月22日

当期の状況

基 準 価 額（期末） 10,922円　　

純資産総額（期末） 17,190百万円

騰　落　率（当期） －22.5％　　

分配金合計（当期） 500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。

受益者の皆さまへ
当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、
実質的に中国国内で事業展開している企業の株
式に投資することにより、信託財産の中長期的
な成長を目指した運用を行います。当期につい
ても、運用方針に沿った運用を行いました。

三井住友・ニュー・
チャイナ・ファンド
追加型投信／海外／株式
日経新聞掲載名：チャイナ

三井住友アセットマネジメント株式会社は、関係当局の
認可等を得ることを前提に、2019年４月１日に大和住
銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友ＤＳ
アセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

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】http://www.smam-jp.com/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

受付時間 ： 営業日の午前9時～午後5時
0120-88-2976お客さま

サービス部
〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1

当運用報告書に関するお問い合わせ先

http://www.smam-jp.com お取引状況等はご購入された販売会社へお問い合わせください。
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1 運用経過
基準価額等の推移について（2017年10月21日から2018年10月22日まで）

基準価額等の推移

期 首 14,739円

期 末 11,422円
（分配金500円（税引前）込み）

騰 落 率 －22.5％
（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ので、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）

※分配金再投資基準価額および参考指数は、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。

※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩチャイナインデックス（円ベース）です。
※��ＭＳＣＩチャイナインデックスの著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら
発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負う
ものではありません。

（注）�昨今の市場環境の変化を勘案し、当期よりＭＳＣＩチャイナフリーインデックス（円ベース）からＭＳＣＩチャイナ
インデックス（円ベース）に変更しております。
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基準価額の主な変動要因（2017年10月21日から2018年10月22日まで）

　当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、実質的に中国国内で事業展開している企業の
株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。外貨建資
産については、対円での為替ヘッジは行いませんでした。

●��２月上旬以降、米国株式市場の急落を契機とする世界的な株安の影響や米中貿易摩擦へ
の懸念などから、香港株式市場、中国本土Ａ株市場が下落したこと
●��６月中旬以降、米中貿易摩擦の深刻化による中国経済の先行き不透明感の高まりから投
資家のリスク回避姿勢が強まり、香港株式市場、中国本土Ａ株市場が下落したこと
●��期を通してみれば、香港ドル、人民元に対して円高となったこと

下落要因

組入れファンドの状況

組入れファンド 投資資産 騰落率 期末組入比率
ニュー・チャイナ・マザーファンド 外国株式 －21.2％ 98.6％
※比率は、純資産総額に対する割合です。
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１万口当たりの費用明細（2017年10月21日から2018年10月22日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a）信 託 報 酬 280円 1.955％ 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14,333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 ）（171） （1.195）

（ 販 売 会 社 ） （93） （0.652）

（ 受 託 会 社 ） （16） （0.109）

（b）売買委託手数料 58　 0.407　 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 ） （58） （0.407）

（投資信託証券） （－） （－）

（先物･オプション） （－） （－）

（c）有価証券取引税 27　 0.192　 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 ） （27） （0.192）

（ 公 社 債 ） （－） （－）

（投資信託証券） （－） （－）

（d）そ の 他 費 用 15　 0.103　 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（マザーファンド

で支払った現地監査法人による中国ＱＦＩＩ（適格国外
機関投資家）口座にかかる監査費用を含みます。）

そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

（ 保 管 費 用 ） （8） （0.054）

（ 監 査 費 用 ） （6） （0.040）

（ そ の 他 ） （1） （0.008）

合 　 計 380　 2.657　

※�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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最近５年間の基準価額等の推移について（2013年10月21日から2018年10月22日まで）

※�分配金再投資基準価額および参考指数は、2013年10月21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。

最近５年間の年間騰落率
2013.10.21

決算日
2014.10.20

決算日
2015.10.20

決算日
2016.10.20

決算日
2017.10.20

決算日
2018.10.22

決算日
基準価額� （円） 12,883� 12,527� 14,345� 11,522� 14,739� 10,922�
期間分配金合計（税引前）�（円） － 1,200� 1,800� 1,000� 1,800� 500�
分配金再投資基準価額騰落率�（％） － 6.6� 28.9� －12.7� 43.5� －22.5�
参考指数騰落率� （％） － 7.0� 16.0� －14.1� 46.1� －16.9�
純資産総額� （百万円） 31,634� 24,545� 19,260� 15,204� 20,187� 17,190�

参考指数に関して
※��ＭＳＣＩチャイナインデックスは、香港証券取引所上場の中国株（Ｈ株、レッドチップおよびＰ株）および上海証券取
引所または深セン証券取引所上場の中国Ｂ株、およびその他証券取引所上場のＤＲ（預託証券）などのパフォーマンス
に連動する指数で、ＭＳＣＩ�Ｉｎｃ.が公表しています。
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投資環境について（2017年10月21日から2018年10月22日まで）

当期の香港株式市場、中国本土Ａ株市場は、ともに下落しました。また、為替市場は香
港ドルと人民元に対して円高となりました。

香港株式市場・中国本土Ａ株市場
　香港株式市場は、期首から中国経済の安定
化に対する確信度の高まりや人民元相場の落
着きなどを受けて上昇が続きました。米国な
ど堅調な海外市場や、主力企業を中心に企業
業績の拡大が続いたこと、中国本土からの資
金流入なども、相場の支援材料となりました。
しかし、２月上旬以降は、米国株式市場の急
落を契機とする世界的な株安の影響や、米中
貿易摩擦への懸念などから下落しました。ま
た、６月中旬以降は、米中貿易摩擦の深刻化
による中国経済の先行き不透明感の高まりか
ら投資家のリスク回避姿勢が強まり、期末に
かけて下げ足を速めました。
　中国本土Ａ株市場も、期首からほぼ香港市
場と同様の動きとなりました。４月には、米
国による中国のハイテク企業への制裁（米国
企業との取引停止）発表など悪材料が続き、
また、６月中旬以降は、米中貿易摩擦の深刻
化による中国経済の先行き不透明感の高まり
から投資家のリスク回避姿勢が強まり、相場
はさらに下落しました。
　当期の市場の動きをＭＳＣＩチャイナイン
デックス（現地通貨建て）でみると、期首に比

べて16.7％下落しました。また、ＣＳＩ
300指数（現地通貨建て）は、20.3％下落し
ました。

為替市場
　米ドル・円は、日銀による金融緩和策縮小
への思惑や２月の米国株の調整に伴うリスク
回避の動きなどから、３月にかけて円高圧力
が強まりました。４月以降は、米国金利の上
昇や好調な経済情勢を背景に、対米ドルで円
安が進みました。期を通してみれば、若干の
米ドル安・円高となりました。香港ドルも米
ドルに連動した動きとなり、通期では、若干
の香港ドル安・円高となりました。人民元・
円は、期の前半はレンジ内での推移となりま
したが、６月以降は、中国経済の先行き不透
明感や資本流出に対する警戒感などから対米
ドルで人民元安が進み、対円でも人民元安と
なりました。
　当期の香港ドル・円は、期首14円46銭か
ら期末14円35銭と０円11銭の香港ドル安・
円高となり、人民元・円は、期首17円05銭
から期末16円23銭と０円82銭の人民元安・
円高となりました。



三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

6

ポートフォリオについて（2017年10月21日から2018年10月22日まで）

当ファンド
　期を通じて、「ニュー・チャイナ・マザー
ファンド」を高位に組み入れ、運用を行いま
した。期末の実質株式組入比率は89.2％と
しました。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
●株式組入比率
　株式組入比率（投資信託証券を含む）は、期
を通して90％以上の高水準を維持しました。
期末における組入比率は90.4％としました。

●個別銘柄
　株価水準や業績見通しに応じて、銘柄の入
替えや組入比率の調整を行いました。具体的
には、百度（ソフトウェア・サービス）やネッ
トイーズ（ソフトウェア・サービス）、瀘州老
窖（食品・飲料・タバコ）などを売却する一方
で、中国太平保険（保険）や中国蒙牛乳業（食
品・飲料・タバコ）、美的集団（耐久消費財・
アパレル）などを組み入れました。また、越
秀交通基建（運輸）や中国工商銀行（銀行）、中
国移動（電気通信サービス）などの好配当銘柄
も、新たに組み入れました。

※基準価額は分配金再投資ベース

ベンチマークとの差異について（2017年10月21日から2018年10月22日まで）

基準価額と参考指数の対比（騰落率）
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（％）

第17期

-22.5

-16.9

参考指数

基準価額

　当ファンドは運用の指標となるベンチ
マークはありませんが、参考指数として�
ＭＳＣＩチャイナインデックス（円ベース）
を設けています。
　左のグラフは、基準価額と参考指数の騰
落率です。
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分配金について（2017年10月21日から2018年10月22日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第17期 　当期の１万口当たりの分配金（税引前）に
つきましては、基準価額水準等を勘案し、
500円といたしました。
　なお、収益分配に充てなかった留保益に
つきましては、運用の基本方針の基づき運
用いたします。

当期分配金 500
（対基準価額比率） （4.378％）

当期の収益 －

当期の収益以外 500

翌期繰越分配対象額 9,130
※��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。

2 今後の運用方針
当ファンド
　引き続き、「ニュー・チャイナ・マザーファ
ンド」を主要投資対象とし、運用を行います。
　「ニュー・チャイナ・マザーファンド」を通
しての実質株式組入比率は、高位組入れを原
則としますが、市場見通しに応じて柔軟に対
応します。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
　香港株式市場は、11月の米国の中間選挙
までに米中の通商問題が収束することは見込
み難いため、引き続き不安定な展開が続くと
みられます。一方、中国政府は景気の下振れ
に配慮した政策に転換しており、財政出動な
ど柔軟に対応する構えです。今後、インフラ

投資の拡大などの政策効果が確認されるにつ
れて、市場は落着きを取り戻すとみています。
　中国本土Ａ株市場も、徐々に落着きを取り
戻し、中長期的な上昇トレンドは維持される
と判断しています。景気への配慮を強めた政
策方針のもと、企業業績の拡大や国有企業改
革など構造改革の進展、人民元の落ち着き、
ＭＳＣＩによるＡ株の組入比率の引き上げ観
測を受けた海外資金の流入などが相場の支援
材料になるとみています。
　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。また、高い成
長が期待される新規上場銘柄も、株価水準な
どを勘案し、組入れを検討します。株式組入
比率は、高位組入れを原則としますが、市場
見通しに応じて柔軟に対応します。
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3 お知らせ
約款変更について

●��受益者に対してする公告を電子公告の方法によるものとするため、所要の変更を行いました。
� （適用日：2018年２月１日）
●信託事務等の諸費用に関する記載を明確化するため、所要の変更を行いました。
� （適用日：2018年２月１日）

「ニュー・チャイナ・マザーファンド」の運用委託形式への変更について

　当ファンドの投資対象である「ニュー・チャイナ・マザーファンド」の運用は、弊社香港現地法
人であるスミトモ�ミツイ�アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドの助言を受けて運用を
行ってまいりましたが、更なる運用力の強化を図るため、同社への運用委託の形式に変更いたし
ました。
　なお、同社は、従前より助言を行うことにより「ニュー・チャイナ・マザーファンド」の運用に
深く関与しておりましたので、運用委託への変更により投資銘柄の選定基準等に大きな違いが生
じることはありません。� （適用日：2018年２月７日）

運用担当者

株式運用グループ
シニアファンドマネージャー
上原�義信

1994年4月より株式投資業務に従事
1999年4月より外国株式の運用を
担当
2004年1月よりアジアの運用を担当
2006年10月より当ファンドの運用
を担当
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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 無期限（設定日：2001年10月22日）

運 用 方 針 マザーファンドへの投資を通じて、実質的に中国国内で事業展開している企業の株式に投
資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

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。

ニュー・チャイナ・マザーファンド
海外の主要な株式市場に上場・登録している企業の株式、あるいは新規公開する
企業の株式

当 フ ァ ン ド の
運 用 方 法

■�中国国内で事業展開している企業の中から、エクセレント・カンパニーに厳選して投資し
ます。

■新規公開企業にも選別投資します。
■外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
■�実質的な運用はスミトモ　ミツイ　アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドが行います。

組 入 制 限

当ファンド
■株式への実質投資割合には、制限を設けません。
■外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

ニュー・チャイナ・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10月20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、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
■�分配金額は、委託会社が基準価額水準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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【2013年10月～2018年9月】(％)

-60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0

100.0
80.0 64.2

-22.0

57.1

-17.5

37.2

-27.4

9.3

-4.0

26.6

-12.3

20.8

-17.4

最大値

最小値
平均値

82.9

-35.8

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
●平均値 16.3％ 15.7％ 16.3％ 10.5％ 2.1％ 5.3％ 2.7％

※��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。

5 代表的な資産クラスとの騰落率の比較

各資産クラスの指数

日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み）
株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄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。
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※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。

純資産等

項目 第17期末 ※��当期における、追加設定元本額は5,251,058,744円、
解約元本額は3,208,183,541円です。

純資産総額� （円） 17,190,453,229
受益権総口数� （口） 15,739,696,619
1万口当たり基準価額� （円） 10,922

6 当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2018年10月22日）

組入れファンド等
銘柄名 組入比率

ニュー・チャイナ・マザーファンド 98.6%
コールローン等、その他 1.4%
※比率は、純資産総額に対する割合です。

円
100.0％

日本
100.0％

マザーファンド
98.6％

その他
1.4％

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比） 通貨別配分（純資産総額比）
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組入上位ファンドの直近決算概要

ニュー・チャイナ・マザーファンド（2017年10月21日から2018年10月22日まで）

基準価額の推移

60,000

70,000

100,000

90,000

80,000

12 2 3 4 5 6 7 8 9'17/11 '18/1期首 期末

(円)
組入上位10銘柄 （基準日：2018年10月22日）

銘柄名 業種 組入
比率

1 TENCENT�HOLDINGS�LIMITED ソフトウェア・サービス 8.0%
2 ALIBABA�GROUP�HOLDING�LTD-ADR ソフトウェア・サービス 7.8%
3 PING�AN�INSURANCE�(GROUP)�CO�OF�CHINA�LT 保険 7.7%
4 KWEICHOW�MOUTAI�CO�LTD-A 食品・飲料・タバコ 4.3%
5 CTRIP.COM�INTERNATIONAL-ADR 小売 3.7%
6 CHINA�TAIPING�INSURANCE�HLDS�COMPANY�LTD 保険 3.3%
7 YONGHUI�SUPERSTORES�CO�LTD-A 食品・生活必需品小売り 3.2%
8 HUADONG�MEDICINE�CO�LTD-A ヘルスケア機器・サービス 3.1%
9 CHINA�MOBILE�LTD 電気通信サービス 2.7%
10 POLY�DEVELOPMENTS�AND�HOLDINGS�GROUP-A 不動産 2.5%

全銘柄数 42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。

1万口当たりの費用明細 （単位：円）
　　項　目　　 （内訳） 金額 （内訳）
売買委託手数料�（株式） 350　 （350）
有価証券取引税�（株式） 165　 （165）
そ の 他 費 用�（保管費用） 83　 （46）
� （監査費用） （30）
� （その他） （7）
合計 598　 ��
※��項目の概要については、前記「1万口当たりの費用明細」をご参照ください。

米ドル
19.5％

中国元
26.0％

香港ドル
55.4％

ケイマン諸島
28.9％

中国
41.0％

香港
28.8％

外国株式
90.4％

その他
9.6％

シンガポール
1.3％

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比） 通貨別配分（純資産総額比）

※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2018年10月22日現在です。
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ご参考　基準価額と分配金の関係
分配金は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。

決算期
① ② ③ ④＝②＋③ ⑤＝③÷① ⑥＝(④-①)÷①

期首基準価額 期末基準価額 分配金
（税引前）

分配金込み
期末基準価額

期首基準価額に対する
分配金の割合

分配金込みリターン
（基準価額騰落率）

第17期 14,739円 10,922円 500円 11,422円 3.39% △22.50%

表の見方　 
「分配金込みリターン（⑥）」とは
期末に支払われた分配金を含めた、当期のファンドの運用成果を表しています。

「分配金込みリターン（⑥）」と「期首基準価額に対する分配金の割合（⑤）」の関係

⑥＞⑤の場合 �分配金は主に当期の運用成果から支払われています。

⑥＜⑤の場合
�分配金は当期の運用成果を超えて支払われており、�「期末
基準価額（②）」は「期首基準価額（①）」と比べて下落するこ
とになります。

当期のファンドの運用成果は、お客さまの保有期間に応じた運用成果とは異なりますのでご注意ください。


