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市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（円） 期間︓2017年7月28日（設定日）~2021年3月15日、日次

®

期間︓2017年8⽉末〜2021年3月、月次（2021年3月データは3月15日現在）

当資料のご使⽤に際しては、P5「当資料のお取扱についてのご注意」をご覧ください。

1. 当ファンドの現況と現在直面している運用の状況について
2. 設定来の運用の振り返り
3. 直近のポートフォリオ状況について
4. プロテクトライン®の役割について

2021年3月22日投資信託は投資元本が保証されているものではありません。

臨時レポート（2021年3月15日現在）

【基準価額と純資産総額の推移】

【資産配分の推移】

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※ プロテクトライン®とは、基準価額が常にこれを上回る運用を目指す水準です。ただし、基準価額がプロテクトライン®を必ず上回る運用をすることを委託会
社が保証するものではありません。基準価額がプロテクトライン®まで下落した場合は、保証契約によりプロテクトライン®を下回ることなく繰上償還します。
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。
なお、設定時の基準価額（10,000円／1万口当たり）に対するプロテクトライン®は、9,000円です。

基準価額

9,046円

プロテクトライン®

9,000円

純資産総額

約567億円

（億円） （2021年3月15日現在）

・ 基準価額は信託報酬控除後です。
・ 資産配分の⽐率は、純資産総額⽐です。
・ 「短期⾦融資産等」は、現⾦を含みます。

主に日本円であり、一部その他資産も含
まれます。

・ 資産配分の⽐率は、価格下落により利益
を得られる取引（売りポジション）を含む
場合、差し引いて表示しています。

（R2103048）

（年/月）

（年/月）

 基準価額がプロテクトライン®を上回ることを最優先とした運用を⾏っています。

 資産配分は短期⾦融資産等の⽐率が⾼く、市場が上昇した場合にも市場に追随できない場合も想定され、基準価額の
回復には時間を要すると考えられます。

 現在のマイナス⾦利等の市場環境が当⾯の間継続すると仮定した場合、基準価額は同程度での推移もしくは下落すること
が考えられます。

 基準価額とプロテクトライン®の差が小さいため、相対的にリスクの低い投資適格社債等を組み合わせた運用を⾏っています。

１．当ファンドの現況と現在直面している運用の状況について

直近までの運用状況 リスク資産への投資が難しい状況

2020年3月、新型コロナウイルス感染拡大懸念によって市場が大きく変動したことから、投資していた世界の株式、投資適格社債およびハイイ

ールド債の価格急落にともない基準価額が⼤幅に下落し、相対的にリスクの低い資産と短期⾦融資産による運⽤へ移⾏しました。このような環

境下、基準価額の回復を⽬指した運⽤を継続しているものの、世界的な低⾦利環境ならびに⽇本銀⾏によるマイナス⾦利政策の⻑期化を受

け、現在の基準価額（9,046円︓2021年3月15日現在）の水準では、早期の基準価額の回復の可能性は⾮常に低い状況であると考え

ています。

お客様向け資料



SMBC・アムンディ プロテクト＆スイッチ®ファンド

愛称：あんしんスイッチ®

追加型投信／内外／資産複合

2/7当資料のご使⽤に際しては、P5「当資料のお取扱についてのご注意」をご覧ください。

投資信託は投資元本が保証されているものではありません。

ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。資⾦動向および
市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

２．設定来の運用の振り返り

＜設定来から2020年2月中旬までの基準価額の主な変動要因＞

2017年 設定後堅調に推移、下落時も抑制 （2017年7月28⽇〜2017年12月29日 騰落率 +0.6％）

・ 運用を開始した2017年7月28⽇以降、世界的に景気が拡大しており、株式市場は堅調に推移。
・ 景気回復による⾦利上昇を⾒越し、2017年末にかけて事前に債券への配分⽐率を引き下げ、その後の債券市場下落の影響を抑制。

2018年 ほぼ全資産マイナスも、下落抑制 （2017年12月29日〜2018年12月28日 騰落率 -5.0％）

・ 2018年の市場は、株式、債券ともにマイナスリターンとなる異常な年。
・ 米中貿易摩擦、地政学リスク、中央銀⾏による利上げ等の懸念を背景として、国債・投資適格社債・短期⾦融資産等を中⼼としたポート

フォリオを構築し、変動性の高い市場環境においても、安定的な値動きに。

2019年〜2020年2月中旬 堅調なマーケットの中、大きく上昇 （2018年12月28⽇〜2020年2月20日 騰落率 +7.0％）

・ 2019年、主要中央銀⾏のハト派的な⾦融政策や⽶中貿易交渉の進展への期待などから、株式と債券の上昇がプラス要因となり、基準
価額は2020年2月20日に設定来最高値となる10,231円まで上昇。

【2020年2月下旬~3月】 マーケットの急落時に短期⾦融資産の配分を⾼める
（2020年2月20⽇〜2020年3月末 騰落率 -10.4％）

・ 新型コロナウイルスの感染拡大等を発端とした市場の混乱の中、リスク抑制を目指す運用を実施。

・ 2020年2月末時点で約3割であった短期⾦融資産等への配分⽐率を3月中旬には6割超に。

・ 3⽉半ばには株式への実質的な配分⽐率をゼロへ近づけ、残りは債券（主に社債）を中心とした資産配分に。

【2020年4月~6月】 短期⾦融資産等の配分を⾼位に継続
（2020年3月末〜2020年6月末 騰落率 -0.3％）

・ 市場の混乱はひと段落したものの、依然として価格変動の大きい状況が継続。

・ 基準価額とプロテクトライン®の差を勘案し、新たなリスク資産には投資をせず、ポートフォリオを概ね維持。

【2020年7月~9月】 リスク資産投資開始、プラスになる局面も
（2020年6月末〜2020年9月末 騰落率 -0.2％）

・ 7月に⼊り、景気回復の兆候が⾒られたことから、ポートフォリオの利回り向上を目指して投資適格社債等への投

資を開始し、8月および9月に更に⽐率を引き上げ。

・ 株式部分では、最大損失を抑制しつつ収益を獲得するための取引※ を導入。

＜2020年2⽉下旬以降の基準価額の主な変動要因＞

※ 株式オプション。オプションとは、将来の特定の期日にあらかじめ決められた価格で買う（売る）「権利」を売買する取引です。
当ファンドでは、株式オプションを組み入れることで、最大損失を限定するとともに、局面により収益を獲得することを目指して
います。

（円） 期間︓2020年2月20日~2021年3月15日、日次【基準価額と純資産総額の推移】 （億円）

（年/月）

・ 基準価額は信託報酬控除後です。

®

（2020年2月末現在）

（2020年4月末現在）

（2020年7月末現在）

株式

17％

債券

50％

短期⾦融

資産等

33％

債券

３％

短期⾦融

資産等

97％

債券

14％

短期⾦融

資産等

87％

【資産配分⽐率】
（純資産総額比）

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

2020年3月

コロナ・ショック

・ 「短期⾦融資産等」は、現⾦を含みます。主に日本円であり、一部その他資産も含まれます。
・ 資産配分の⽐率は、株式オプション（売りポジション）を含む場合、差し引いて表示しています。
・ 四捨五入の関係で、グラフの合計が100％とならない場合があります。

お客様向け資料

2021年3月22日
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基準価額とプロテクトライン®との差が小さく、適切な投資対象資産は限定的

【資産配分の考え方】

大

（イメージ図）

46円

＜差が大きい時＞ ＜差が小さい時＞
期間︓2020年4月1日~2021年３⽉15日、日次

基準価額

プロテクトライン®

（年/月）

（円）

上記はイメージ図であり、実際の基準価額、プロテクトライン® を示したものではなく、
また将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。また実際の運用に
おいては、経済・市場の⾒通し等も勘案し、資産配分を決定します。

リスク資産を
多く配分し
育てる︕

基準価額

プロテクトライン®

投資する
資産を限定し

守る︕ 小

基準価額

プロテクトライン®

【足元の基準価額とプロテクトライン®の推移】

・基準価額は信託報酬控除後です。

日々の基準価額は「投資対象資産の価格変動 + 利⼦収⼊※1ー 費用等」によって変動します。現在のマイナス⾦利環境は

利⼦収⼊の減少につながり、また、費用等は信託報酬が年率0.957％（税込）※2、保証料が年率0.22％、純資産総額から

日々差し引かれるため、これもマイナス要因となります。

※1 2021年3月15日現在のポートフォリオ利回りは‐0.12％です。信託報酬や保証料などのコストに加え、基準価額のマイナスの主な
要因となっています。ポートフォリオ利回りは資⾦動向および市況動向等によって変動します。

※2 2020年4月1⽇より、現⾦および短期⾦融資産等の配分⽐率が⾼位であること、マイナス⾦利環境であることを鑑み、信託報酬率
（合計）を年率1.243％（税抜1.13％）から年率0.957％（税抜0.87％）に引き下げました。

【基準価額の変動要因（イメージ）】

値上がり/値下がり 利⼦収⼊※1

投資対象資産（株式、債券等）

+ ー 費用等

・信託報酬 年率 0.957％（税込）※2

・保証料 年率 0.22％

資産価格の上昇

資産価格の下落

利回り上昇

利回り下落

上記はイメージであり、市況動向等によっては上記の通りにならない場合があります。

出所: アムンディ・アセットマネジメントのコメントを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

投資信託は投資元本が保証されているものではありません。

当資料のご使⽤に際しては、P5「当資料のお取扱についてのご注意」をご覧ください。

ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。資⾦動向および
市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

３．直近のポートフォリオ状況について

【2020年10⽉〜11月】 市場変動の⾼まりとともに再度下落
（2020年9月末〜2020年11月末 騰落率 -0.4％）

・ 米国⼤統領選挙の政治リスクの後退や新型コロナウイルスワクチン開発等のニュースを受け、市場の価格変

動幅が広がり、ポートフォリオのリスクが相対的に上昇。

・ 米国の⻑期⾦利が⼀時的に上昇（債券価格は下落）したことを受け、米国国債を一部売却し、ポートフォ

リオのリスクを低減。

・ 株式部分では、オプション等によるプレミアム獲得のための取引を活用していたが、株式市場の上昇により基準

価額の下落要因となったため、ポジションを一部解消。

【2020年12月~直近】 リスク資産のポジションを大幅解消
（2020年11月末〜2021年3月15日 騰落率 -0.4％）

・ 保有していたオプション等が満期を迎えたため、ポジションを解消。

・ 米国国債および社債を一部売却することでポートフォリオのリスク低減を図る。

（2020年10月末現在）

（2021年2月末現在）

債券

18％

短期⾦融

資産等

82％

債券

5％

短期⾦融

資産等

95％

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

【資産配分⽐率】
（純資産総額比）

・ 「短期⾦融資産等」は、現⾦を含みます。主に日本円であり、一部その他資産も含まれます。
・ 資産配分の⽐率は、株式オプション（売りポジション）を含む場合、差し引いて表示しています。
・ 四捨五入の関係で、グラフの合計が100％とならない場合があります。

お客様向け資料

2021年3月22日
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お問合せ先︓アムンディ・ジャパン株式会社

お客様サポートライン 0120-202-900 （2021年6月30日まで） 03-3593-5911＊（2021年7月1日から）
＊通話料は有料です（受付は委託会社の営業⽇の午前9時から午後5時まで）

当資料のご使⽤に際しては、P5「当資料のお取扱についてのご注意」をご覧ください。

短期⾦融

資産等

95.7%

投資適格社債

4.3％

・ 「短期⾦融資産等」は、現⾦を含みます。主に日本円であり、一部その他資産も含まれます。
・ 資産配分の⽐率は、株式オプション（売りポジション）を含む場合、差し引いて表示しています。
・ 四捨五入の関係で、グラフの合計が100％とならない場合があります。

【資産配分⽐率】 （純資産総額比）

（2021年3月15日現在）

上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

保証契約は、クレディ・アグリコル・エス・エーの信⽤リスクの影響を受けます。クレディ・アグリコル・エス・エーが破綻した場合は、保証契約は終了し、ファンドは

繰上償還します。この場合、基準価額や償還価額がプロテクトライン®を下回る場合があります。

保証契約※２により、基準価額および償還価額は、プロテクトライン®を下回ることはありません。

※1プロテクトライン®とは、基準価額が常にこれを上回る運用を目指す水
準です。ただし、基準価額がプロテクトライン®を必ず上回る運用をす
ることを委託会社が保証するものではありません。基準価額がプロテク
トライン®まで下落した場合は、保証契約によりプロテクトライン®を下
回ることなく繰上償還します。
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。

※2 保証契約とは、基準価額がプロテクトライン®を下回らないために必
要となる額を投資信託財産に支払うことで、基準価額をプロテクトラ
イン®で確保する契約です。したがって、投資元本すべてを保証するも
のではありません。
なお、ファンドに保証契約を付加することで、信託報酬とは別に保証
料をご負担いただきます。

上記はイメージ図であり、実際の基準価額、プロテクトライン® を示したものではなく、また将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

＜イメージ＞

守
プロテクトライン®

基準価額

４．プロテクトライン®※1の役割について

9,000円

ファンドは、プロテクトライン®を意識した慎重な
スタンスにより、基準価額の大きな変動の抑制
を最優先とした運用を継続しています。

2021年3月15⽇現在、現⾦および短期⾦融
資産等を約96％、相対的にリスクの低い投資
適格社債を約4％保有しています。

プロテクトシリーズ®、プロテクト＆スイッチ®、あんしんスイッチ®およびプロテクトライン®は、

アムンディ・ジャパンの登録商標です。アムンディ プロテクトシリーズ®の商品コンセプト等は特許出願中です（特願2017-129052）

出所: アムンディ・アセットマネジメントのコメントを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。

投資信託は投資元本が保証されているものではありません。

ファンドは、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。資⾦動向および
市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

お客様向け資料

2021年3月22日
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お客様向け資料

 お申込みメモ

 手数料・費用等

投資者が直接的に負担する費用

投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

購入単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

ありません。

その他の費用・

手数料

その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。

・有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用

・信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用等

を含みます。）

・投資信託財産に関する租税 等

＊ その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表

示することはできません。

委託会社、

その他の関係法人

委託会社 ： アムンディ・ジャパン株式会社

               金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第350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、

               加入協会 ： 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

受託会社 ： 株式会社SMBC信託銀行

販売会社 ： 販売会社については巻末をご参照ください。

ファンドに関する

照会先

アムンディ・ジャパン株式会社

お客様サポートライン  0120-202-900（2021年6月30日まで）

                              03-3593-5911*（2021年7月1日から） ＊通話料は有料です

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス ： https://www.amundi.co.jp/

信託財産留保額

運用管理費用

（信託報酬）・

保証料

純資産総額に対して年率1.463％（税込）以内
※

※ファンドの信託報酬年率1.243％（税抜1.13％）以内に保証料年率0.22％を加算しております。ただし、基準

価額がプロテクトライン
®

まで下落し、繰上償還が決定した場合は、繰上償還決定の翌日から償還日までは保証料

（年率0.22％）のみとなります。

◆上記の運用管理費用（信託報酬）および保証料は有価証券届出書作成日現在のものです。

収益分配
原則として毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配金の「再投資」を選択した場合、税引後

無手数料で再投資されます。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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。

配当控除および益金不算入制度は適用されません。

投資者の皆様に実質的にご負担いただく手数料等の概要は以下のとおりです。ファンドの費用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、表示することはできません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

購入時手数料 ありません。

申込受付の中止

および取消し

• 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な

い事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込受付を取消す

ことができます。

• 基準価額がプロテクトライン
®

まで下落した場合は繰上償還となり、その翌営業日以降の購入申込受付は中止し

ます。また、償還日前の一定期間（およそ2週間）の換金申込は受付けない場合があります。

信託期間 2033年7月11日までとします。（設定日：2017年7月28日）

決算日 年1回決算、原則として毎年7月11日です。休業日の場合は翌営業日とします。

購入換金申込

受付不可日
ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、または12月24日である場合には受付けません。

申込締切時間 詳しくは販売会社にお問合せください。

換金制限 委託会社の判断により、一定の金額を超える換金申込には制限を設ける場合があります。

換金単位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社においてお支払いします。

お申込の際は、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

当資料のご使⽤に際しては、P5「当資料のお取扱についてのご注意」をご覧ください。
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