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 運用成績

0円

 その他 +14円

　　　信託報酬・その他 -17円

-
-

-

+60円

0円
分配の推移（１万口当たり、税引前）

設定来合計

- -
- -

 米ドル

-

-
 ユーロ +9円

 香港ドル +4円

-
- -

- -
-

 ひふみワールド

第1期 2020年2月

12,227円
158.21億円

12,939,786,719口

 ひふみワールドマザーファンド 99.85%
 現金等

1ヵ月 3ヵ月

 ひふみワールドの運用状況
 基準価額

6.83% 17.84% 20.83% - - 22.27%

 純資産総額
 受益権総口数

〔内訳〕

設定来

 基準価額変動額（月次） +782円

6ヵ月 1年 3年

作成基準日：2020年8月31日

0.15%
 合計 100.00%

　　　為替 +88円

　　　株式・投資証券 +712円
 米国 +643円

 欧州 +71円

 アジア・オセアニア -3円

ひふみワールド　追加型投信/海外/株式
2020年8月度 月次ご報告書

 その他

 基準価額等の推移（日次）

+0円

 ひふみワールド 投資信託財産の構成

 基準価額の変動要因
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ひ ふ み の あ ゆ み

※当レポートで言う基準価額とは
「ひふみワールド」の一万口あた
りの値段のことです。また信託報
酬控除後の値です。

※当レポートにおいて特段の注記が
ない場合は、基準日時点における
組入銘柄比率や運用実績を表して
います。また運用成績など表記の
値については、小数点第三位を四
捨五入して表示しています。その
ため組入比率などでは合計が100%
にならない場合があります。

※「純資産総額」は100万円未満を切
捨てで表示しています。

※「受益権総口数」とは、お客様に
保有していただいている口数合計
です。

※「ひふみワールド」は、ひふみ
ワールドマザーファンド（親投資
信託）を通じて実質的に株式へ投
資しています。

※「現金等」には未収・未払項目な
どが含まれるため、マイナスとな
る場合があります。

※「基準価額の変動要因」は、月間
の変動額を主な要因に分解した概
算値であり、実際の数値とは異な
る場合があります。また、四捨五
入等の関係で、内訳の各数値の合
計は「株式・投資証券」「為替」
や「基準価額変動額」と合わない
場合があります。「株式・投資証
券」のうち、米国には米ドル建て、
欧州にはユーロ、イギリス・ポン
ド、スウェーデン・クローナ建て、
アジア・オセアニアには香港ドル
建て等の株式・投資証券が含まれ
ます。「信託報酬・その他」のそ
の他には、設定、解約の影響など
があります。

円12,227

純資産
総額

（右軸）

（設定日）

ひふみ
ワールド
基準価額
（左軸）

運用実績

レオス・キャピタルワークスよりお客様へ
資産形成のパートナーに「ひふみワールド」をお選びいただき、ありがとうございます。
運用状況ならびに運用責任者からお客様へのメッセージなどをご報告します。
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 海外投資証券 1.84%

 現金等 12.27%

 組み入れ上位10業種 比率

アイルランド

1

2

3

4

5

6

7 ドイツ

9 香港 1.15%

10 イスラエル 1.10%

カナダ 1.81%

2.22%

8.37%

7.78%

5.01%

 ひふみワールドマザーファンドの状況

100銘柄 組み入れ銘柄数

 純資産総額 833.37億円

 組み入れ上位10カ国 比率

60.23%

7.00%

4.75%

アメリカ

中国

フランス

8

2.64%

2.52%

スウェーデン

イギリス

 合計 100.00%

 海外株式 85.89%

 組み入れ上位10通貨 比率

70.16%

中国元

台湾ドル

3

4

5

6

7

8

9.03%

8.18%

7.82%

15.31%

2.25%

 資産配分比率

 3,000億円未満 2.27%

 時価総額別比率

 10兆円以上 21.54%

 1兆円以上10兆円未満 48.61%

9

10

フィリピン・ペソ 0.19%

    -           -

米ドル

ユーロ

香港ドル

イギリス・ポンド

オーストラリア・ドル

4.94%

1.35%

1.17%

0.90%

1.15%

0.90%

6.97%

スウェーデン・クローナ

1

2

 3,000億円以上1兆円未満

3.48%

3.17%食品・飲料・タバコ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ソフトウェア・サービス

メディア・娯楽

各種金融

資本財

小売

半導体・半導体製造装置

ヘルスケア機器・サービス

消費者サービス

食品・生活必需品小売り

3.85%

17.05%

※「資産配分比率」「時価総額別比
率」「組み入れ上位10カ国比率」
「組み入れ上位10通貨比率」「組
み入れ上位10業種比率」 はマ
ザーファンドの純資産総額に対す
る比率を表示しております。

※「海外投資証券」はREIT（不動
産投資信託）等です。

※「現金等」には未収・未払項目な
どが含まれるため、マイナスとな
る場合があります。

※「時価総額別比率」は基準日時点
のBloombergの情報を元に作成し
ております。

※「組み入れ上位10カ国比率」は
原則として発行国で区分しており
ます。なお、国には地域が含まれ
ます。

※「組み入れ上位10業種比率」は
株式における上位業種を表示し、
原則としてGICS（世界産業分類
基準）の産業グループ分類に準じ
て表示しております。

資産配分比率などの状況
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2

3

アメリカ

アメリカ

銘柄名
銘柄紹介

1

組入比率国 通貨 業種

アイルランド 2.25%

2.03%

1.95%

ソフトウェア・サービス米ドル

食品・生活必需品小売り

半導体・半導体製造装置

米ドル

米ドル

ACCENTURE PLC-CL A

BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.

SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC.

クレジットカードでおなじみの世界的な決済テクノロジー企業。VISAのテク
ノロジーにより、世界中の様々な人、企業、政府があらゆる場所で決済する
ことが可能に。

「地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにす
る」というミッションを掲げる世界最大のソフトウェア会社。働き方改革やIoT社会の
実現に向け、PCを動かす基本ソフト（OS）の世界シェア首位の同社がカギを握る。

画像処理装置(GPU)の世界的大手。引き続きゲーム用途や映像制作でも高い
成長が見込める他にも、自動運転などに利用される画像の自動認識やAIなど
への用途拡大により成長率の高まりが期待される。

ソフトウェア・サービス

ソフトウェア・サービス

半導体・半導体製造装置

資本財

米ドル

米ドル

米ドル

米ドル 1.71%
造園業者向けの造園用品販売会社。野外照明、肥料、草の種子、芝生ケア用
器具等を米国とカナダ全土で販売し、充実した品揃えを背景に中小の販売会
社からシェアを奪い店舗数の拡大を伴って成長している。

6

5

4

フランス

アメリカ

アメリカ

1.81%

1.81%

1.72%

メディア・娯楽

小売

半導体・半導体製造装置

ユーロ

米ドル

米ドル

10

9

8

7

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

コンサルティングサービス会社。経営・技術に関するコンサルティングサー
ビスおよびソリューションを提供。世界中の各業種を対象とした特殊技術と
ソリューションに従事。

米国の東海岸を中心に店舗展開する会員制ホールセールクラブ。コストコ、ウォ
ルマート傘下のサムズクラブに次ぐ第3位。Eコマース時代でもホールセールクラ
ブへの需要は堅調と考えられる他、店舗拡大による成長余地が大きい。

半導体製品設計・製造会社。アナログICおよび組込みプロセッサを開発。世
界各地で事業を展開。

フランスの総合メディア企業であり、音楽、ケーブルテレビ、ゲーム、広告代理
店事業など幅広く保有する。特に音楽は三大レーベルの1社であるUniversal
Musicを保有しておりストリーミングの普及拡大による成長加速が期待される。

本、家電から食品まで取扱う世界的なネット通販企業。最近では、リアル店舗の試験的な運営に
加え、米スーパーマーケットチェーンのホールフーズを買収するなど、ネットとリアルの両方で
成長を目指す。世界シェア首位のクラウドインフラサービス（AWS）も収益の柱。

TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED

VIVENDI S.A.

AMAZON.COM, INC.

QUALCOMM INCORPORATED

VISA INC.

MICROSOFT CORPORATION

NVIDIA CORPORATION

1.72%

1.72%

1.72%

スマートフォンなど通信機器に使う半導体とその周辺回路、ソフトウエアを
開発する。５G対応半導体も製品化。あらゆる通信デバイスに欠かせない技
術を持つ。

※国は原則として発行国を表示しています。なお、国には地域が含まれます。
※業種は原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しています。
※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

銘柄紹介（基準日時点の組入比率1~10位）
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当月騰落率 +1.08% 当月騰落率 +0.74%

 MSCI ACWI ex JAPAN(配当込み)(米ドルベース)の推移  米ドル／円の推移

 ユーロ／円の推移  香港ドル／円の推移

当月騰落率 +6.63% 当月騰落率 +0.73%

※MSCI ACWI ex JAPANは当ファン
ドのベンチマーク（運用する際に
目標とする基準）ではありません
が、参考として記載しています。
なお、MSCI ACWI ex JAPANは配
当込みで、米ドルベースです。
MSCI ACWI ex JAPANは、MSCI
Inc.が開発した、日本を除く世界の
先進国、新興国の株式を対象とし
て算出している指数です。同指数
に関する著作権、知的所有権その
他一切の権利はMSCI Inc.に帰属し
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。
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※MSCI ACWI ex JAPAN （配当 込
み）はBloombergのデータを元に
作成しております。なお、MSCI
ACWI ex JAPANの当月騰落率は、
基準価額への反映を考慮して、月
末前営業日の指数値を基に算出し
ております。

ご参考：市場動向
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※組入比率など運用についての記述
は、すべてひふみワールドマザー
ファンドに関するご説明です。

※当資料では「ひふみワールドマ
ザーファンド」のことを「ひふみ
ワールド」と略する場合がありま
す。

運用責任者よりお客様へ

代表取締役副社長
運用本部長

ひふみワールド運用責任者
湯浅光裕

例年8月の株式市場は機関投資家の多くが夏休みに入るため軟調な展
開となる場合が多いのですが、今年は予想以上に堅調に推移し、新高
値を更新する展開となりました。
米国市場は追加経済対策の決議が9月議会に延期されたものの、ウイ

ルスワクチン開発、景気先行きへの期待などが市場を牽引しました。
特にハイテク企業の株価上昇でNASDAQ市場が押し上げられ、同市場
は史上最高値更新となりました。S&P500指数もコロナ前の水準を回復
し、感染拡大による景気減速、11月の大統領選挙の不透明感も払拭す
る展開です。
中国市場、欧州市場ともに米金融緩和長期化期待などで上昇してい

ます。米中市場はコロナ前の水準を回復していますが欧州市場は出遅
れています。ユーロ圏景況感指数は8月も改善し、4ヶ月連続の改善で
した。ドイツを中心にユーロ圏の景気回復基調は維持されていますが、
ユーロ圏全体でコロナ前の経済を回復するには時間がかかりそうです。
このような環境下、ひふみワールドは新型コロナウイルス感染拡大

後に先行して上昇している米国ハイテク企業の一部を売却し、バリュ
エーション拡大に対応すると同時に、近づく米国大統領選挙の不透明
感に備えるポートフォリオにしています。このような運用の結果、8月
の基準価額は前月末比6.83％上昇し12,227円となりました。米国連邦
準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の低金利継続容認発言もあっ
て市場は一段高となり、ダウ平均が昨年末水準に迫るなどしているた
め、上昇には一旦歯止めがかかるかもしれません。ひふみワールドは
安定的な収益拡大が見込める企業を中心に組み入れていますが、新型
コロナウイルス感染再拡大による経済への影響に注意してまいります。
今後ともひふみワールドをよろしくお願いいたします。

10月10日（土）13:00～15:00
ひふみ投信の運用開始から12年目を迎え、2020年5月
にリブランディングしたひふみ。
新ブランドメッセージ「次のゆたかさの、まんなか
へ」の一部である「次のゆたかさ」についてお客様と
共に体感するイベント、「ひふみフォーラム」を開催
いたします。
素晴らしいゲストの皆様と、お客様と「次のゆたか
さ」について共に考え、学び、語り合う機会としてい
けたらと考えております。
全国各地、できるだけ多くの皆様のご参加を心よりお
待ちしております。
参加方法：YouTubeにて、お申込みの方限定でLive配
信いたします。ご参加用URLは事前に、ご登録いただ
いたメールアドレス宛にお送りいたします。開始時間
になりましたらお送りするURLよりお入りください。
※ひふみ投信、ひふみワールド保有のお客様には専用
URLを当社よりお送りしますので、申込みは不要です。

当社メンバーと鼎談
澤田智洋さん

藤野英人と対談
北野唯我さん

ひふみフォーラムを開催します（YouTube Live）

世界ゆるスポーツ協会代表理事
コピーライター

株式会社ワンキャリア取締役
作家

5
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市場環境の見通しについて
運用本部

経済調査室長
三宅一弘

6

コロナ禍の難局、日米とも次期政権を見据えた展開
過剰マネー、業績底入れ、政策期待を背景に世界株高基調
米国では大統領・連邦議会選挙（11月3日）に向けて選挙戦が佳境に入っています。加えて、日

本も安倍首相の突然の辞任発表（8月28日）を受けて政治が大きく動き出しました。9月14日に自
民党総裁選挙が実施され、その後の臨時国会で新首相が決まり、ポスト安倍（次期）政権の陣容が
固まってきます。衆院の任期は来年10月ですので、次期政権の下で今後いつ解散・総選挙が行な
われても不思議でありませんが、タイミング的には10月説が急浮上しています。新政権にとって
は衆院選挙で国民に信を問い、これに勝利すれば、暫定ではなく本格政権の道が開かれます。その
場合、日本が抱える中長期課題に対して本腰を入れて政策対応できる余地が広がります。日米株式
市場では、選挙モードが強まる中で次期政権を見据えた今後の投資環境を織り込む動きが強まる方
向と推察されます。
今年前半の世界経済は、コロナ禍でGDPの激減に見舞われました。これに対して日米欧など主

要国では過去最大規模の金融・財政政策が打たれ（さらに追加対策の検討など）、難局からの回復
を図っています。3～4月頃には新型コロナウイルスの感染抑制のため、厳しい移動・外出制限な
どがとられましたが、実施国ではそれによって経済活動が未曾有の収縮に見舞われました。厳しい
ロックダウン（都市封鎖）は二度と行なわない、新型コロナウイルスとの共生を図りながら経済を
回していくというのが各国の基本スタンスになりつつあります。今後、主要国では経済の立て直し
を図るために追加の経済対策や、大規模な金融緩和政策の継続・強化スタンスを明示していく方向
でしょう。
米国では追加経済対策の合意に向けて与野党協議が7～8月と難航してきましたが、そろそろ落

としどころが近づいていると推察されます。3月以降スタートした新型コロナウイルス対応の大規
模経済支援策は7月末以降、段階的に失効時期が到来し、大統領令で繋いできた失業保険の拡充策
なども9月に期限到来・失効（資金枯渇）になりそうです。追加対策がまとまらず、財政支援が停
止すると、景気や株価の下ブレリスクを高めると同時に選挙を控えた国民の不評を買います。与野
党協議が進展するのか要注目ですが、「合意に向けての歩み寄り」がメインシナリオでしょう。金
融政策面では、①物価よりも雇用を重視し、最大雇用の確保に努めることや、②平均物価目標
（Average Inflation Target、インフレ率が長期的に平均2%となるよう目指す）の導入、という新
しい枠組みが公表されました（8月27日）。9月15～16日に開催されるFOMC（米連邦公開市場委
員会）では今後の金融政策方針（フォワードガイダンス）に関して具体策の提示など緩和強化の方
向に動きそうです。
主要国の企業業績面では底入れ感が強まっています。コロナ禍の打撃が大きい観光や外食、空運

などでは収益の落ち込みが顕著な一方、経済のリモート化やデジタル化に関連する業界では業績が
著しい伸びを示すなど明暗二極化が顕著になる中で、全産業でみた米S&P500種では底入れ・回復
の傾向が、日本のTOPIXでも底入れ感が強まっています。
米国を筆頭に主要国株式市場は、超金融緩和と過剰マネーの流入、業績底入れ、政策期待などの

プラス要因と、コロナ禍の実体悪や感染再燃懸念、財政の崖（財政支援の失速）リスクなどが対
峙･綱引きする構図とみられますが、米大統領選挙に向けて前者が優る形の株高基調を予想します。
日本株は、新政権が早期（10月頃）の解散・総選挙に踏み切り、「本格政権化」を目指す場合、
株高シナリオを織り込む動きが広がりそうです。物色面では、成長株優位・割安株劣位の流れが大
勢と予想しますが、主要国で新型コロナウイルスとの共生を図りながら経済を回していく動きが強
まる場合、これまでの成長株集中から物色対象の拡大（循環物色的な底上げ）が生じそうです。

（9月3日）
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左記のグラフは、ひふみ投信を1年間あるい
は5年間つみたて購入した場合のパフォーマ
ンス（収益率）を比較したものです。
つみたて開始時期によってパフォーマンス
は異なりますが、 1年間つみたて購入した
場合の最大収益率は47.8%であったのに対し、
5年間つみたて購入した場合の最大収益率は
107.6%という結果になりました。
これらはひふみ投信の過去の実績であり、
今後の実績をお約束するものではありませ
んが、ひふみ投信をつみたて購入する場合、
つみたて期間が長期になればなるほど、つ
みたて投資の効果を実感しやすくなる可能
性があります。
つみたて投資はぜひコツコツと、長期で続
けることをご検討ください！

※期間：2008年11月12日～2020年6月12日 当社作成
※各月5日(休日の場合は翌営業日）を引き落とし日とし、5営業日後を約定日（休日の場合は翌営業日）として月1回つみたてした
場合の、それぞれの収益率を試算しています。

※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※当資料は当社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、当社が保証する
ものではありません。

※当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

長期投資の方がパフォーマンス上も有利になる可能性が高い！！
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120%

2008年11月 2010年11月 2012年11月 2014年11月 2016年11月 2018年11月

収
益
率

つみたて初回約定日

5年間収益率

1年間収益率

1年間つみたて購入した場合の最大収益率は
47.8%（積立期間：2012年5月~2013年4月の
ケース）

5年間つみたて購入した場合の最大収益率は
107.6%（つみたて期間：2010年8月～2015年7月のケース）

ひふみ投信を同じタイミングから１年間・5年間つみたて
購入した場合のパフォーマンス比較

2020年9月17日(木) 19:00～20:00 （YouTube Live）

ひふみ投信では230以上、ひふみワールドでは
100以上の企業に投資し、それら企業は多様性に
富んでいます。投資先企業を見出す運用部のメン
バーは日々さまざまな企業調査・分析し、投資す
る企業を発掘しています。
ひふみではセクターアナリスト制を採っていない
のも特徴です。なぜ、ひふみはセクターアナリス
ト制にしないのか？ その理由を体感していただ
けるセミナーを開催いたします。

【連載ひふみラボスピンオフ企画】
ひふみがセクターアナリスト制にしない理由（勉強会）

当社シニア・アナリスト韋、シニア・アナリスト小野、マーケットエコノミスト橋本の３人が日々
の取材ノートを振り返りながら、企業の調査活動やマーケットの動向などを、座談会形式でお話い
たします。また、お客様からの質問にもお答えし、当日ライブチャットでもご質問を承ります。
詳しくはこちらをご覧ください。

※本企画は、ひふみラボ連載・「アナリストの取材ノート」のスピンオフ企画です。連載では、当社のアナリスト
が取材ノートを紐解き、振り返りながら1歩先の未来を考えるコラムを書いています。連載はこちら。

※ひふみ投信、ひふみワールド保有のお客様には専用URLを当社よりお送りしますので、申込みは不要です。

お知らせ

https://123.rheos.jp/seminar/seminar_form_noheader.do?openDate=20200917&seq=1&utm_source=web&utm_medium=link&utm_content=calendarlink&utm_campaign=seminar
https://hifumi.rheos.jp/labo/analyst-note/
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セミナーなどのお知らせ
公式ウェブサイトの「セミナー・イベント」ページで詳細のご確認やお申込みができます。
このほかのセミナー日程は開催が決まり次第、随時更新してまいります。

動画セミナー・オンライン質問会のご案内
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、お客様の安全確保の観点から、当社で開催および当社主催のセミナー・イベント
を当面の間、中止させていただきますが、一部セミナーを動画で配信いたします。クラウドビデオ会議ツール「Zoom」
でお客様からの疑問に直接お答えする少人数質問会「ひふみオンライン質問会」も定期開催しております。

ひふみアカデミー 2020年9月【YouTubeライブ配信】 9月9日（水） 19:00～20:30
「ひふみ投信」「ひふみワールド」の口座をお持ちの方に限定配信URL送付

ひふみアカデミー 2020年10月【YouTubeライブ配信】 10月9日（金） 19:00～20:30
「ひふみ投信」「ひふみワールド」の口座をお持ちの方に限定配信URL送付

セミナータイトル 日時 開催形式 URL

はじめてのひふみ
～ひふみではじめる資産形成～

9月10日（木）
19:30～20:45 YouTubeライブ配信 申込み不要

https://youtu.be/twkYN_87LeI

人生100年時代をゆたかに生きる
NISAの仕組みと使い方

9月15日（火）
19:30～20:30 YouTubeライブ配信 申込み不要

https://youtu.be/P0sYXYBoFPg

【連載ひふみラボスピンオフ企画】
ひふみがセクターアナリスト制にしない理由

9月17日（木）
19:00～20:00

YouTubeライブ
限定配信

｢ひふみ投信｣｢ひふみワールド｣の口
座をお持ちの方に限定配信URL送付

はじめてのひふみ
～ひふみではじめる資産形成～

9月29日（火）
19:30～20:45 YouTubeライブ配信 申込み不要

https://youtu.be/2CtzwgVTjf8

ひふみフォーラム 10月10日（土）
13:00～15:00 YouTubeライブ配信

【限定公開】お申込みいただいた
方へ視聴用URLをお送りします。
申込みフォームはこちら
※ひふみ投信またはひふみワール
ドをお持ちの方は申込み不要です。

はじめてのひふみ
～ひふみではじめる資産形成～

10月15日（木）
19:30～20:45 YouTubeライブ配信 申込み不要

https://youtu.be/gDK60OL_Mes

ひふみでNISAナイト～
2021年はNISA金融機関を変えたい！方へ

10月16日（金）
19:30～20:30

Zoomウェビナー
配信

【お客様限定】
申込みフォームはこちら

人生100年時代をゆたかに生きる
NISAの仕組みと使い方

10月20日（火）
19:30～20:30 YouTubeライブ配信 申込み不要

https://youtu.be/CAW1k6rYbX8

ひふみワールド発売1周年イベント
世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう

10月22日（木）
19:30～20:30 YouTubeライブ配信 申込み不要

https://youtu.be/CGT4w24ofAY

はじめてのひふみ
～ひふみではじめる資産形成～

10月29日（木）
19:30～20:45 YouTubeライブ配信 申込み不要

https://youtu.be/PxaeUHki37M

月次運用報告会 ひふみアカデミー
（YouTubeライブ配信）

【当日のスケジュール】
19:00～19:30 ひふみ投信の運用報告
19:30～19:50 ひふみワールドの運用報告
19:50～20:30 Q&A
※当社で「ひふみ投信」「ひふみワールド」の口座をお持ちの方にYouTube
にて限定配信いたします。視聴用URLをご登録いただいたメールアドレス
にお送りいたしますので、ご確認ください。当社で口座をお持ちでない方
は、後日配信する動画をご覧ください。

※リアルタイムチャットによるご質問も受け付けます。その際、あらかじめ
YouTubeアカウント登録・ログインが必要となります。

ひふみ投信、ひふみワールドの運用についてご報告する
とともに、今後の経済や株式相場などの見通しについて
ご説明いたします。前半でひふみ投信、後半でひふみ
ワールドについてお伝えします。投資信託の運用状況に
ついて知りたいという方はもちろん、経済環境や株式市
場について勉強したい、この先の経済見通しを知りたい
方におすすめのセミナーです。

https://youtu.be/twkYN_87LeI
https://youtu.be/P0sYXYBoFPg
https://youtu.be/2CtzwgVTjf8
https://123.rheos.jp/seminar/seminar_form_noheader.do?openDate=20201010&seq=1
https://youtu.be/gDK60OL_Mes
https://123.rheos.jp/seminar/seminar_form_noheader.do?openDate=20201016&seq=1
https://youtu.be/CAW1k6rYbX8
https://youtu.be/CGT4w24ofAY
https://youtu.be/PxaeUHki37M
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 基準価額の変動要因
• マザーファンドを通じて株式など値動きのある証券（外国の証券には為替リスクもあります。）に投資いたしますので、基準価額は、

大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生
じる利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。

• 投資信託は預貯金等とは異なります。
 基準価額の変動要因となる主なリスク

株価変動リスク
国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。一般に株式の価格は、個々の企業
の活動や業績、経済・政治情勢などの影響を受け変動するため、株式の価格が下落した場合には基準価
額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等に
より十分な流動性のもとでの取引が行なえない、または取引が不可能となる場合が生じることを流動性
リスクといいます。この流動性リスクの存在により、組入銘柄を期待する価格で売却できない可能性が
あり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
れが予想される場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格
が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行と
なることを信用リスクといいます。投資した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな
損失が生じるリスクがあります。

為替変動リスク
外貨建資産については、当該通貨の円に対する為替変動の影響を受け、組入外貨建資産について、当該
通貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となり、損失が生じること
があります。

カントリーリスク
（エマージング市場
に関わるリスク）

当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反
映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。なお、エマージング市場（新興国市場）への投
資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当
局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価
格変動が大きくなる場合があります。

※投資リスク(基準価額の変動要因)は、上記に限定されるものではありません。

投資リスク

「ひふみワールド」は、マザーファンドを通じて信託財産の長期的な成長を図るため、次の仕組みで運用します。
①日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。
②株式の組入比率は変化します。
③株式の組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行ないます。

「ひふみ投信」は、マザーファンドを通じて信託財産の長期的な成長を図るため、次の仕組みで運用します。
①国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。
②株式の組入比率は変化します。
③運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行ないます。

 収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」の区分があります。
 収益分配金支払い後の基準価額が、そのお客様（受益者）の個別元本と同額の場合または上回っている場合には、当該収益分配金の

全額が「普通分配金」となります。普通分配金は、配当所得として課税対象になります。
 収益分配金支払い後の基準価額がそのお客様（受益者）の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「元本払戻金

（特別分配金）」となります。当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額は普通分配金となります。
元本払戻金（特別分配金）は、実質的に元本の一部払い戻しとみなされ、非課税扱いとなります。お客様が元本払戻金（特別分配
金）を受け取った場合、その後の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

収益分配金の仕組みについて

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください

ひふみワールドの特色

ひふみ投信の特色（ご参考）

9

レオス・キャピタルワークス株式会社
コミュニケーション・センター
電話：03-6266-0123 メール：cc@rheos.jp
受付時間：（2020年4月6日より）営業日の10時～16時
ウェブサイト：https://www.rheos.jp/

委託会社：レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1151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
受託会社：（ひふみワールド）三菱UFJ信託銀行株式会社

（ひふみ投信）三井住友信託銀行株式会社
販売会社：レオス・キャピタルワークス株式会社

各ファンドについてのお問い合わせ先ファンドの関係法人
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◇直接ご負担いただく費用：ありません。
申込手数料・換金（解約）手数料・信託財産留保額 は一切ありません。なお、「スポット購入」に際しての送金手数料はお客様負担となります。

◇間接的にご負担いただく費用：次のとおりです。

10※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください

 当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、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。

 当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該
過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。

 当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証するものではなく、また記載され
ている内容は予告なく変更される場合があります。

 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり金利や相場等の変動により、元本欠損が生じる可能性があります。預金保険機構、貯金保険
機構、および保険契約者保護機構の保護対象ではありませんが、証券会社を通じてご購入いただいた場合は投資者保護基金の保護対象
となります。

 セミナー等で金融商品の説明等をすることや、お客様からのご依頼がある場合に金融商品に関連する追加の説明等をすることがありま
す。しかしながら、売買の推奨等を目的とした投資勧誘は行ないません。また、金融商品の案内、説明等はあくまで各お客様ご自身の
ご判断に資するための情報提供目的であり、金融商品の購入等を推奨するものでもありません。

ひふみワールド ひふみ投信（ご参考）
商品分類 追加型投信／海外／株式 追加型投信／内外／株式
当初設定日 2019年10月8日 2008年10月1日
信託期間 無期限
決算日 毎年2月15日（休業日の場合、翌営業日） 毎年9月30日（休業日の場合、翌営業日）

収益の分配 決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。分配金再投資専用のため、分配金は自動的に再投資さ
れます。

購入単位 1,000円以上1円単位の金額指定で受け付けます。
購入価額 ご購入のお申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口当り）
購入代金 販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください。

換金（解約）単位 1口以上の口数指定または1円単位の金額指定で受け付けます。
換金価額 解約の請求受付日の翌営業日の基準価額（1万口当り）
換金代金 解約の請求受付日から起算して5営業日目から支払われます。
購入・換金

申込受付不可日
ニューヨーク証券取引所または香港証券取引所のいずれかの
休業日と同じ日付の場合には、申込受付は行ないません。 －

申込締切時間 購入・換金ともに、毎営業日の15時までに受け付けたものを当日のお申込みとします。

課税関係 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、
少額投資非課税制度の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

お申込メモ

お客様にご負担いただく費用

当資料のご留意点

ひふみワールド ひふみ投信（ご参考）

運用管理費用
（信託報酬）

信託財産の日々の純資産総額に対して年率1.628％
(税込) を乗じて得た額

信託財産の日々の純資産総額に対して年率1.078％
(税込) を乗じて得た額

信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、投資信託の基準価額に反映
されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
われます。

監査費用

信託財産の純資産総額に対して年率0.0055％ (税込)
を乗じて得た額。（なお、上限を年間99万円 (税込)
とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより
変更となる場合があります。）

信託財産の純資産総額に対して年率0.0055％ (税込)
を乗じて得た額。（なお、上限を年間88万円 (税込)
とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより
変更となる場合があります。）

日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

その他費用・
手数料

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 （それにかかる消費税）、先物取引・オプション取引等に
要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て
替えた立替金の利息など。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、
計算方法等を具体的に記載することはできません。
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※手数料等の合計金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。
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