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平成 28 年 11 月 11 日
投資家の皆様へ

米大統領選挙の結果を受けて
ファースト イーグル社*における今後の見通しと運用方針について
アムンディ・ジャパン株式会社
11 月 8 日に米大統領選挙の投票が行われ、大方の予想に反して共和党のドナルド・トランプ
候補が民主党のヒラリー・クリントン前米国務長官を破り勝利しました。
9 日の日本市場では、先行きに対する不透明感からリスク回避の動きが広がり、日本株式市
場は大幅に下落し全面安の展開となる一方、安全資産とされる円や金は上昇しました。しかし、
同日の海外市場では、一転してトランプ候補と上下両院を制した共和党政権への政策期待を背
景に株高・円安が進みました。そして一夜明けた 10 日の日本株式市場は、前日の海外株式市
場の上昇および円安の動きを受け、前日の下げ幅を帳消しし、大幅反発となりました。
本レポートでは、米大統領選挙の結果を踏まえた今後の見通しおよび運用方針についてご報
告いたします。
*本レポートは、「ワールド・バリュー・アロケーション」が主要投資対象とする「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファン
ド」（以下、ファースト・イーグル AIF）を運用するファースト イーグル インベストメント マネジメント社（以下、ファースト イーグル社）の見
解を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が編集を行ったものです。特に記載のない場合、文中における「ポートフォリオ」とは「ファース
ト・イーグル AIF」を指します。

ご参考 ファースト・イーグル AIF と他資産とのパフォーマンス比較
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*ファースト・イーグル AIF は米ドルベースです。
※世界株式は MSCI ワールド指数（米ドルベース）、日本株式は日経平均株価。グラフは 2015 年 12 月末の値を 100 としてそれぞれ指
数化しております。MSCI ワールド指数とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含む世界の先進国で構成されています。同
指数に関する著作権、知的財産その他一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利お
よび公表を停止する権利を有します。
出所：ブルームバーグのデータを基にアムンディ・ジャパン株式会社作成

P.3 の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。
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米大統領選挙の結果について
米大統領選挙は、共和党のドナルド・トランプ候補が勝利しました。フロリダ、オハイオなどの激
戦州を軒並み制したほか、民主党優位と見られていたペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシン各
州でも勝利を収めました。トランプ候補の選挙人獲得数は、民主党のヒラリー・クリントン候補を大
きく上回り、最終的には 300 を超えたと見られます（総数 538、過半数は 270）。また、同時に行われ
た議会選挙では、上・下両院とも共和党が過半数を制しました（下院：定数 435・過半数 218、上院：
定数 100・過半数 51）。大統領、議会共に共和党が制したことから、政策面で不透明感は残るもの
の、政権の安定を期待する声も出ています。
今後の見通しと運用方針について

（ファースト イーグル社）

私たちは将来は不確実であるとの考えのもと、将来を予測するのではなく、質の高い事業や希
少な資産を有する企業に割安な水準で長期的な投資を行っています。このようなポートフォリオは、
市場の変動性の高まりに対してもすぐれた耐性を有しています。私たちはポピュリズムの台頭や地
政学的リスクなど、さまざまなリスクについては以前より論じてきましたが、今回の選挙後の世界情
勢の行方を含めて将来を論じることがポートフォリオを決定するとは考えていません。
上述の考えに基づきあらゆる環境に対応できる全天候型ポートフォリオを構築しています。ポー
トフォリオで保有する銘柄の平均保有期間は約 8 年です。これは米国大統領選挙の 2 回分の期間
に相当することを考えても、私たちが長期的な視点でポートフォリオを構築していることがお分かり
頂けるかと思います。また、不慮の事態に対するリスクヘッジとして金関連株式等を保有していま
す。事実、金関連株式等の保有は年初来すぐれたヘッジ効果を発揮しパフォーマンスに貢献してい
ます。さらに、ポートフォリオでは現金等を 20％超保有しており、市場が大きく下落する局面は、安
全マージン（予期せぬ事態が生じても、回復不可能な損失を回避できるよう、十分に割安な水準で
投資を行うこと）を重視しながら、本源的価値を下回る割安な水準で株式を購入できる機会である
と考えています。
以上

P.3 の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。
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ファンドの目的
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式等へ実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成
長を目指して運用を行います。
「ワールド・バリュー・アロケーション Ａコース（為替ヘッジあり）」、「ワールド・バリュー・アロケーション Ｂコース（為替ヘッジなし）」を、それぞれ「Ａコース」または「ワー
ルドバリューA」、「Bコース」または「ワールドバリューB」と略す場合があります。

ファンドの特色
① 30年を超える長いトラックレコードと優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド（以下、類似ファンド）」と
同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド（以下、ファースト・イーグルAIF）」へ主に投資し
ます。
●

主として米ドル建のルクセンブルク籍の会社型投資信託「ファースト・イーグルAIF」と円建の国内籍の投資信託である「CAマネープールファンド（適格機関投資
家専用）」に投資します。世界の株式等への投資は「ファースト・イーグルAIF」を通じて行います。

●

「ファースト・イーグルAIF」の運用は、類似ファンド同様、米国の運用会社ファースト イーグル インベストメントマネジメント社（以下、ファースト イーグル社。同社
は200年以上の歴史を有する米国有数の独立系運用会社）のグローバル・バリュー・チームが行います※。
※ 類似ファンドは、運用資産残高の急増により2005年3月より新規申込みの受付を中止していましたが、2008年1月から再開しました。なお、類似ファンドは
※ 米国内の投資家専用のファンドです。ファースト・イーグルAIFも2004年2月より新規申込みの受付を中止していましたが、2008年8月から再開しました。
※ ＊ファンドも将来、運用資産残高の急増および市況環境の変化等により、新規申込みの受付を停止する場合があります。

② 主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求するこ
とで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
●

世界各国（エマージング地域にも投資することがあります。）の株式を対象として、ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエー
ション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析します。

●

分析の結果、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築します。

●

特定の株価指数にとらわれない運用を行うため、ベンチマークを設定しておりません。

●

「ファースト・イーグルAIF」において、米ドルベースでのパフォーマンスを向上させるために、現地通貨売り／米ドル買いの為替取引を行うことがあります。

③ 原則として円ベースでの為替ヘッジを行うAコース、行わないBコースの間で無手数料でスイッチング※が可能です。
●

Aコースにおいては、米ドル建の｢ファースト・イーグルAIF｣に対して原則として米ドル売り／円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替レートの変動
リスクの低減を図ることを基本とします。

●

スイッチングの際には、換金時と同様に、税金がかかりますのでご注意ください。
※ ＡコースまたはBコースを換金した場合の手取金をもって、その換金の申込受付日に、もう一方のファンドの購入の申込みを行うことをいいます。

◆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。◆

収益分配金に関する留意事項
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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。
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期
●決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
●ではありません。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の
●運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

投資リスク
ファンドは、投資対象サブファンドへの投資を通じて、主として世界各国の株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リス
クがあります。）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。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り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。な
お、投資信託は預貯金とは異なります。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク等が挙
げられます。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）は、これらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、収益分配
金に関する留意事項、ファンドの繰上償還等があります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

《当資料のお取扱いについてのご注意》
■当資料は、法定目論見書の補足資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、法令等に基づく開示資料ではありません。■当
ファンドの購入のお申込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、お受取りの上、
内容は投資信託説明書（交付目論見書）で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。■当資料は、弊社が信頼する情
報に基づき作成しておりますが、情報の正確性について弊社が保証するものではありません。また、記載されている内容は、予告なしに変更される場合が
あります。■当資料に記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。ま
た、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのあ
る証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがありま
す。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、
預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護
の対象とはなりません。■投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは
商 号 等：野村證券株式会社
商 号 等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１４２号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会
加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

設定･運用は
商 号 等：アムンディ・ジャパン株式会社（金融商品取引業者）
商 号 等：登録番号 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
日本証券業協会
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お申込みメモ
購入単位
購入価額
購入代金

各申込コースの購入単位は以下の通りです。
一般コース：1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース：1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
詳しくは販売会社にお問合せください。(購入後のコース変更はできません｡)
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
原則として購入申込受付日から起算して7営業日目までにお申込みの販売会社にお支払いください。

換金単位

各申込コースの換金単位は以下の通りです。
一般コース：1口単位または1円単位、自動けいぞく投資コース：1口単位または1円単位

換金価額
換金代金

換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目以降にお支払いします。

購入・換金申込
受付不可日

ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、ま
たは12月24日である場合は、スイッチングを含め受付けません。

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

1日1件3億円を超える換金のお申込みは受付けません。また投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社
が合理的に判断する場合、諸事情により金融商品市場等が閉鎖された場合等一定の場合に換金の制限がかかる場
合があります。
委託会社は、金融商品市場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

購入・換金申込受付
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
の中止および取消し

信託期間
決算日

きます。
平成24年7月20日（設定日）から平成34年12月5日までとします。
年2回決算、原則毎年6月5日および12月5日です。休業日の場合は翌営業日とします。

収益分配

年2回。毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
「自動けいぞく投資コース」は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。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。有価証券届出
書作成日現在の料率上限は、3.24％（税抜3.0％）です。

信託財産留保額

ありません。

投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額に対し年率0.8424％（税抜0.78％）を乗じて得た金額とします。また、実質的な負担上限は、純資産総額に
対して年率1.8424％（税込）※とします。（この他に、「ファースト・イーグルＡＩＦ」においては成功報酬がかかりますが、
運用状況によって変動するためその合計額は記載しておりません。）
※ファンドの信託報酬率0.8424％（年率・税込）に組入投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの（「ファースト・イー
グルAIF」年率1.0％）を加算しております。

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、「ファースト・イーグルＡＩＦ」においてはルクセンブルクの年次税（年率0.01％）などの諸費用がかかります。
※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。

◆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。

委託会社、その他の関係法人の概要
委託会社

アムンディ・ジャパン株式会社

受託会社

野村信託銀行株式会社

販売会社

野村證券株式会社

ファンドに関する
照会先

委託会社の名称：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（フリーダイヤル）
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：http://www.amundi.co.jp

P.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」を必ずご確認ください。
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