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⾜元の基準価額下落に関する臨時レポート

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）」、「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（年２回決算型）」を、それぞれ「毎⽉決算型」、「年２回決
算型」と略す場合があります。また2本のファンドを総称して「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド」または「ファンド」、あるいは個別に「各ファンド」という場合があります。

ポイント
 新型コロナウイルス感染拡⼤による世界的な景気減速懸念や原油価格下落を受
け、各ファンドの基準価額は2020年2⽉下旬から下落しました。
 過去1年では、銘柄選択効果が奏功し、投資対象ファンド※1が参照指数※2を上
回ったものの、エネルギーや⾦融などのセクターがマイナス要因となりました。
 先⾏き不透明感は残るものの、超低⾦利環境のもと、状況に早期に適応できる
企業を厳選し、発掘していく方針です。
※1 TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド ※2 参照指数の詳細については、P3をご覧ください。

ファンドの基準価額の推移について教えてください。
ファンドの基準価額※3は、2019年３⽉末の⽔準から概ね上下350円（±4％）前後の範囲で推移したのち、2019
年10⽉以降は上昇基調となりました。日本の景気悪化⾒通しから１⽶ドル112円台まで円安が進んだ2020年2月
20日の翌日に10,027円まで上昇しましたが、2⽉下旬以降は新型コロナウイルスの感染拡⼤による世界的な景気減
速懸念や原油価格の下落を受けて、各市場は⼤きく下落し、ファンドの基準価額は3月24日に設定来安値となる
6,398円に下落しました。その後は反発に転じ、2020年4月28日現在は7,928円となっています。

【基準価額と純資産総額の推移】
【毎月決算型】

（期間︓2015年3月20日（設定⽇）〜2020年４月28日、日次）

【年2回決算型】
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※4 1万口当たり、税引前。分配⾦は過去の実績であり、将来を⽰唆または保証するものではありません。運用状況によっては、分配⾦額が変わる場合、
または分配⾦が支払われない場合があります。
基準価額は信託報酬控除後です。基準価額（税引前分配⾦再投資）は、税引前分配⾦を分配時に再投資したものとして計算しています。
上記は過去のデータであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

当資料のご使⽤に際し、5ページの「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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⾜元の基準価額下落の背景を教えてください。
ファンドの基準価額※1は、2019年３⽉末の⽔準から概ね上下350円（±4％）前後の範囲で推移したのち、10月
以降は上昇基調となりました。懸念材料であった⽶中貿易摩擦の解消期待が強まったことから、株価が好業績と低⾦
利を反映しやすくなったことに加え、為替が円高から米ドル高に転じたことが基準価額を押し上げました。基準価額は
日本の景気悪化⾒通しから１⽶ドル112円台まで円安が進んだ2020年2月20日の翌日に10,027円まで上昇し
ました。2019年3月末からは13.9％の上昇となりましたが、2月下旬からは世界的な新型コロナウイルスの感染拡大
による景気減速懸念により、株式市場は急落しました。
株価水準への高値警戒感に加え、先⾏き不透明感が急激に強まったことで、投資家は株式はじめリスク性資産の現
⾦化を急ぎ、株価の下落は急激かつ深いものとなりました。米国の代表的株価指標であるS&P500は２月19日の
最高値から3月23日までの1ヵ月あまりで約34％下落し、特に原油価格下落の打撃を受けたエネルギーセクターは
50％以上下落、次いで⾦融セクターの下落率が大きくなりました。生活必需品、ヘルスケア、通信など景気感応度の
⼩さいセクターの下落率は相対的に小幅とはいえ、約20％を超す下落率となりました。その後、3月末にかけては主要
国の大規模経済対策への期待から株式は買い戻される場面もありましたが、米ドル/円も激しい動きとなり、3月上旬
には1米ドル102円台まで円⾼が進⾏、３月末には108円前後となりました。
ファンドの基準価額は3月24日に6,398円の設定来安値を付けた後、反発に転じましたが、2月と3月の2ヵ月間で約
23.3％の下落となったことが響き、2019年3月末からの1年間では約16.5％下落しました。
（TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー 2020年4月）
※1 毎⽉決算型、税引前分配⾦再投資基準価額

使⽤した指数の権利については、P4をご覧ください。

【参考】エネルギー、⾦融、不動産セクターがマイナスに寄与
2020年3月末までの過去1年間の投資対象ファンドの組⼊セクターの中で、エネルギーセクターは平均約11％の
組⼊⽐率で下落率は約50％超、⾦融セクターは平均約27％の組⼊⽐率で下落率が約26％、不動産セク
ターは平均約18％の組⼊⽐率で下落率は約12％と、過去1年間の下落分の約90％を占めました。（数字は
すべて米ドルベース）

（TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー 2020年4月）

【セクター別累積リターン寄与度（⽶ドルベース）】
（％）

（期間︓2019年4⽉〜2020年3月、月次）
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【参考】投資対象ファンドは参照指数※を上回って推移
2020年3月末までの過去1年間では投資対象ファンドは約-15.2％（円ベース、運用管理費⽤控除前）、参照指
数は約-18.4％（円換算）と、参照指数を上回っています。

（TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー 2020年4月）

【投資対象ファンド（円ベース）と参照指数（円換算）および超過収益率の推移）】
（期間︓2019年3月29日〜2020年3月31日、日次）
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ラッセル3000バリュー指数60％、S&P 米国リート指数15％、ICE BoA 固定⾦利優先証券指数15％、
S&P BDC指数10％の合成指数（米ドルベース）を円換算。 各指数の権利についてはP4をご覧ください。

【参考】超過リターンの主な源泉は銘柄選択効果
2020年3月末までの過去1年間で、投資対象ファンドは参照指数に対して約4.5％※のアウトパフォームとなりましたが、
その超過分のほとんどは銘柄選択効果でした。特に2020年2月と3月の2ヵ月間では銘柄選択効果もセクター配分効
果もプラスとなっています。
銘柄選択効果は年間を通じてプラス傾向で推移し、⾦融を除くほとんどのセクターで中⽴あるいはプラスとなりました。特に
情報技術、不動産、⼀般消費財サービスのプラス寄与が⼤きなものとなりました。情報技術ではAppleとMicrosoftがプ
ラスに寄与しました。不動産ではデータセンター運営リートのEquinixが堅調でした。一般消費財ではディスカウントショップ
のDollar Generalが寄与しました。⼀⽅、⾦融ではBDCのAres Capitalなどがマイナスに寄与しました。
セクター配分効果はエネルギーセクターのマイナスがあったため、過去1年の大部分をマイナス寄与で推移していましたが、
2月から3月にかけては現⾦保有の相対的寄与が+1.3％プラスとなったためほぼ差し引きゼロに戻しました。
（TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー 2020年4月）
※過去1年間の超過収益は約3.2％ですが、受取配当⾦に対する源泉税の影響などにより、要因分析では約4.5%となります。

【累積超過リターンの要因分析（⽶ドルベース）】
（期間︓2019年3⽉〜2020年3月、月次）
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今後のリスク要因について教えてください。
米国における新型コロナウイルスの封じ込めについては、これまでの効果が徐々に表れているように⾒え、年後半に景
気持ち直しに向かうとの⾒⽅がメインシナリオであるものの、ウイルスの特性に関して未知な要素が多く、感染拡大が
⻑期化するリスクも依然無視できません。米⼤統領選挙の時期やその帰結にも影響する可能性があります。需要が
低迷する一方でなかなか協調減産ができない原油価格の動向もリスク要因です。
株式市場は当面激しい値動きが続き、その中で選別色が強まる可能性が高いと考えます。
（TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー 2020年4月）

今後の運⽤と⾒通しについて教えてください。
【経済と企業への影響は不透明】
新型コロナウイルスの感染拡大がまだ収束していない現状において、経済と企業利益への影響がどれくらい⼤きなもの
となり、またどれくらい続くかの予想は極めて困難です。しかし、2020年前半の米国経済は大幅な景気後退が予想さ
れます。米国の新規失業保険申請件数は3月後半から急増しており、5週間で2,500万人以上が職を失っています。
政府は大規模な経済対策を迅速に打ち出し、⾦融⾯でも中小から大企業、⾦融機関まで、企業支援の姿勢を明
確にしていますが、負債⽐率が⾼く、景気感応度の⾼い企業が破綻する可能性もあります。
【米国政府の大規模対応も、V字回復は困難か】
株価は最高値から30％以上下落した後反発に転じていますが、業績予想は下方修正途上にあり、株価が事態を
十分折り込んだとはいえないと考えます。中国ではある程度ウイルスの封じ込めに成功しており、この例に倣えば、米国
でも数週間あるいは数ヵ月以内に感染拡大のピークを越すと期待されていますが、たとえそうなったとしても、一部で期
待されているような景気のV字回復にはなりにくいと思われます。失業率が短期間で2020年1月のような歴史的低水
準に戻るとは考えにくく、消費の回復はたとえ低⾦利の恩恵があったとしても緩やかなものにとどまるでしょう。米国の経
済的・政治的対応能⼒が最終的には事態を打開すると思われますが、企業と消費者が新しい状況に適応するには、
1年以上かかるかもしれません。
【個別企業の発掘がカギ】
一方、超低⾦利を⽀えにマネーマーケットファンドや⽶国債市場には潤沢な投資資⾦が待機しています。このような環
境から恩恵を受ける企業、また早期に適応できる企業には投資資⾦が集中する⼀⽅、環境変化に適応できない企
業には厳しい状況が続き、アクティブ運⽤では調査能⼒で差がつく投資環境であると考えています。今後もTCWのア
ナリストチームの調査能⼒を活⽤し、個別銘柄の発掘に⼀層注⼒してまいります。
（TCWインベストメント・マネジメント・カンパニー 2020年4月）

【使⽤した指数の権利について】
● S&Pの各インデックスは、S&P Dow Jones Indices LLCの登録商標です。
● ICEの各インデックスは、ICE Data Indices, LLC又はその関係会社（「ICE Data」）のサービスマーク／商標であり、各インデックスととも に、
各ファンドに関連して、ライセンシーによる使用のためにライセンスされています。ライセンシー、各ファンドのいずれも、ICE Dataが後援、推薦、販売
又は販売促進をするものではありません。ICE Dataは、有価証券全般への投資若しくは特に各ファンドへの投資、本トラスト又はインデックスの全
般的な株式市場のパフォーマンスを追跡する能⼒の妥当性について、⼀切保証を⾏いません。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、明示又
は黙⽰の⼀切の保証を⾏うものではなく、明⽰的に、インデックス、インデックス値及びインデックスに含まれるデータについて、商品性及び特定の目的
への適合性の保証を否認します。如何なる場合においても、ICE Dataは、特別損害、懲罰的損害、直接損害、間接損害又は結果的損害（逸
失利益を含みます。）の賠償責任を負わず、それらの損害の可能性を通知されていた場合であっても同様とします。
● 当資料中に引⽤した各インデックス（指数）の著作権・知的財産権及びその他⼀切の権利は、各インデックスの算出元に帰属します。また各イン
デックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利及び発表を停⽌する権利を有しています。

当資料のご使⽤に際し、5ページの「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、 インカム ゲインの確保と中長期的な 投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま す。
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型）」、「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド（年２回決算型）」を、それぞれ「毎月決算
型」、「年２回決算型」と略す場合があります。また2本のファンドを総称して「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド」または「ファンド」、あるいは個
別に「各ファンド」という場合があります。

ファンド の特色
① 米国の金融商品取引所に上場（ これに準ずるものも含みま す。 ） されて いる株式等（ 「 インカム ・ エ クイテ ィ」 ） を実質的な 主要
投資対象としま す。
● ファンドにおいて、「インカム・エクイティ」とは相対的に好利回りが期待できる以下の投資カテゴリーをさします。
投資カテゴリー：好配当株式、インフラ関連好配当株式、リート（不動産投資信託）、優先株式／優先リート、MLP（マスター・リミ
テッド・パートナーシップ）およびエネルギー関連好配当株式、BDC（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）

● 各投資カテゴリーへの投資比率は投資環境に応じて変更します。
② ファンド・ オブ・ ファンズ ※ 方式で 運用しま す。
※ファンド・オブ・ファンズとは複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。投資信託証券を、以下「投資信託」と記載します。

● 運用は主として、米国のインカム・エクイティを主要投資対象とする円建の外国籍投資信託「TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・
ファンド」（以下「投資対象ファンド」）への投資を通じて行います。

● 投資対象ファンドの運用は、TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーが行います。
● 国内籍投資信託「CAマネープールファンド（適格機関投資家専用）」にも投資します。
＊「TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド」への投資比率は、原則として90％以上とすることを基本とします。

③ 毎月決算型と年２回決算型があり ま す。
● （毎月決算型）は、毎決算時（原則として毎月14日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
● （年２回決算型）は、毎決算時（原則として毎年2月および8月の各14日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として次の通り収益分配を行う方
針です。
◆ 分配対象額：経費控除後の繰越分を含めた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。
◆ 分配対象額についての分配方針：分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等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こともあります。したがって、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。
◆ 留保益の運用方針：特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。

◆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。

投資リスク
※

フ ァンドは、投資信託証券への投資を通じて 、主に米国の金融商品取引所に上場されて いる株式等 （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 。
※ 優先株式、不動産投資 信託証券（ 含む 優 先リー ト） 、ML P 、B DCな ど も 含みま す 。

基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、為替変動リスク、流動性リスク、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、MLPの税金に関する留意点、MLP、BDCの規制の変更に関する留意
点、投資ストラクチャーに関する留意点等があります。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。
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収益分配金に関する留意事項

当資料のご使⽤に際し、5ページの「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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お申込みメモ
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。

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。

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。

購入・換金申込
受付不可日

ルクセンブルクの銀行休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨー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。

購入・換金申込
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。

信託期間

2023年2月14日 までとします。（設定日：2015年3月20日）
＊2020年1月18日付で、信託終了日を「2020年2月14日」から変更いたしました。

決算日

（毎月決算型） 年12回決算、原則毎月14日です。休業日の場合は翌営業日とします。
（年２回決算型） 年2回決算、原則毎年2月および8月の各14日です。休業日の場合は翌営業日とします。

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。
販売会社によっては分配金の再投資が可能です。

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3.3％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

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）

実質的な負担の上限：純資産総額に対して年率1.898％（税込）
ファンドの信託報酬年率1.078％（税込）に投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの（年率0.82％）を加算してお
ります。ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
◆上記の運用管理費用（信託報酬）は有価証券届出書作成日現在のものです。

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、組入投資信託証券においては、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
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、日本証券業協会、
加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

受託会社

株式会社 りそな銀行

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

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：https://www.amundi.co.jp/

当資料のご使⽤に際し、5ページの「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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販売会社一覧（業態別・五十音順）

金融商品取引業者等

登録番号

日本証券業 一般社団法 一般社団法 一般社団法 一般社団法
協会
人投資信託 人日本投資 人金融先物 人第二種金
協会
顧問業協会 取引業協会 融商品取引
業協会

株式会社 関西みらい銀行

登録金融機関

近畿財務局長（登金）第7号

○

○

株式会社 埼玉りそな銀行

登録金融機関

関東財務局長（登金）第593号

○

○

株式会社 りそな銀行

登録金融機関

近畿財務局長（登金）第3号

○

○

○

（R2004070）

当資料のご使⽤に際し、5ページの「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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