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基準日：2019年4月26日 ファンドの期間収益は、収益分配金（税引前）
を再投資したと仮定して計算した理論上のもの
である点にご留意下さい。

※

分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分
配をお約束するものではありません。また、分配金が支払われない場合もあります。

※

分 配 実 績 （1万口当たり、税引き前）

第１期～第13期 1,300円

第14期 2018年2月20日 200円

第15期 2018年5月21日 200円

第16期 2018年8月20日 200円

第17期 2018年11月20日 200円

第18期 2019年2月20日 100円

合 計 2,200円

基準価額・純資産総額の推移
（ 2014年８月20日 ～ 2019年4月26日 ）円 億円

※「分配金再投資後基準価額」は、収益分配金（税引前）を再投資したと仮定して計算した理論上のものである点にご留意下さい。
※上記データは過去の実績および現時点での予想であり今後の運用パフォーマンス等を示唆あるいは保証するものではありません。

ベトナム成長株インカムファンドの状況 (1) 2019年４月末時点

設定来：
リターン（年率） 7.4%
シャープ・レシオ 0.41

3年間：
リターン（年率） 14.7%
シャープ・レシオ 0.85

期 間 収 益

1ヵ月 -0.2%

3ヵ月 6.4%

6ヵ月 2.5%

1年 -13.5%

設定来 40.1%

基 準 価 額

基準価額 1１,555円

前月比 -21円

純資産総額 197.5億円

前月比 -1.0億円
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• 当ファンドはベトナムの調査会社からのタイムリーかつ豊富な情報に基づき、東京の調査
部・運用部において入念な調査を経て運用されています。

– 東京調査部には５人のスタッフを配置

– ５人の現地人アナリスト・エコノミストがIRミーティングや株主総会への参加、個別企業へのヒヤリ
ング調査、他のファンド投資家・金融機関との意見交換等の方法により、ベトナムに関するマクロ
情報、個別企業情報収集をしています。

– 弊社の調査部、ファンドマネージャーはハノイの現地調査スタッフと定期連絡会議および日々の
情報交換によって、最新のマクロ経済情報、個別企業情報を取得し運用に役立てています。

ベトナム調査会社の概要：

Japan-Vietnam Research Company Limited（略称：JVRC)

◼ 代表者： Le The Binh （ レー・テー・ビン ）

◼ 会社設立： 2009年12月24日

◼ アナリスト： 5名

◼ 本社所在地： 13F, TID Building, No.4 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi

◼ 電話： (8424)3232 1581/82

弊社グループ企業のアナリストと連携したベトナム企業の調査体制第1回
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ハノイのメンバー / Members 

ベトナムの商社において6年にわたり日本マーケットを
担当後、日本で留学のため来日。その後、キャピタ
ル・パートナーズ証券に入社。マクロ経済及び個別企
業の調査、及び日本とベトナム間のM&A案件のソー
シング業務を担当。

ハノイ貿易大学国際経済学部 卒
一橋大学大学院商学研究科 修士課程

大学卒業後、2016年8月より調査員としてCPVNに入
社。

社長兼法人部長

レー・テー・ビン

President 

Corporate Finance 

Division

General Manager

Le The Binh

調査部リサーチャー
ホアン・トゥ・タオ

Research Division

Researcher

Hoang Thu Thao

調査部 リサーチャー

レー・ティ・ティン

Research Division

Researcher

Le Thi Tinh

FPTソフトウェア㈱にてIT・会計・証券関連案件
において日本語コミュニケーターとして従事。フ
リーセールス資料翻訳・レビュー及びリソース割
当作業を担当。

ハノイ大学日本語学部 卒
貿易大学バンキング・ファイナンス学部国際ファイナン
ス学科 卒

大学卒業後、2016年8月より調査員としてCPVNに入社。

貿易大学国際経済学部 卒

調査部リサーチャー
チャン・ラン・アイン

Research Division

Researcher

Tran Lan Anh

大学卒業後、2016年8月より調査員としてCPVNに入
社。

ベトナム銀行アカデミー、ファイナンス学部 卒

調査部リサーチャー
ホ・ティ・タオ

Research Division

Researcher

Ho Thi Thao

第1回
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人口（2017年）

9,554万人

体制

社会主義
共和国

国家元首

グエン・フー・チョン
国家主席

出所：外務省、ベトナム統計総局、IMF、CIA

面積

33万k㎡

ベトナムの基本情報

日本の

およそ7割
日本の

およそ9割

主な産業

携帯電話、機械製造業、石油、鉱業、石炭
鉄鋼、セメント、化学肥料、ガラス、タイヤ
衣料品、靴、食品加工、農林水産業

首都

ハノイ
人口：732万人
（2016年）

7.08％

2018年
GDP成長率

第1回
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ベトナム成長株インカムファンドの概要

当ファンドは、ファミリーファンド方式により、主としてベトナムに上場しているベトナム株式とベトナム関連株式に投資し、

信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

ファンドの目的

投資家
（受益者）

＜ベビーファンド＞
ベトナム成長株
インカムファンド

＜マザーファンド＞
ベトナム成長株
インカム

マザーファンド

ベトナムの取引所
に上場している株式

世界各国・地域の
取引所に上場している
ベトナム関連企業の株式

申込金 投資 投資

損益損益収益分配金
解約金
償還金

ファンドの特色
（１）成長性の高いベトナム株式への投資

ベトナムの全人口は約9,554万人、旺盛な消費を生み出します。また、毎年約150万人が社会に出ており、安価で勤勉な労働力は

国際競争力の源ともなります。

当ファンドは、実質的に、ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引
所に上場するベトナム関連企業の株式に投資します。ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行なう、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネ
スを行なう企業をいいます。また、取得時にはベトナムでの事業規模が小さくても将来拡大する見込みのある企業も含みます。なお、原則として、為替ヘッ
ジは行ないません。

（２）ファミリーファンド方式で運用

ファミリーファンド方式とは、投資家の資金をまとめてベビーファンド（ベトナム成長株インカムファンド）とし、ベビーファンドが

マザーファンド（ベトナム成長株インカムマザーファンド）に投資することによって、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。

ベトナム株への実質的な投資は、マザーファンドで行なわれます。

（３）年4回決算を行ない、運用実績等に応じて収益分配を行ないます。

毎年4回（2月20日、5月20日、8月20日および11月20日。ただし休業日の場合は翌営業日）、決算を行ない収益の分配を行ないます。

ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこともあります。
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※当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、実質的にはベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式
など値動きのある有価証券に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。

■株式の価格変動リスク

当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需
給を反映して変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

■為替変動リスク

当ファンドは、主に外貨建ての株式に投資します（ただし、これに限定されるものではありません）。投資している通貨が円に対して強く（円安に）なればファンドの基
準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なればファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基
準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

■カントリーリスク

当ファンドが投資するベトナムの経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、
政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局
による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策や税制の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。

■信用リスク

株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなることがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株
式等の価値は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

■流動性リスク

急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動
的に株式を売買できないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式の価格の下落により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被る
ことがあります。

■解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク

解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがあります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有
有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがあります。

■資金移動に係るリスク

当ファンドの主要投資対象国であるベトナム政府当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、償還等の支払資金の国内への回金が滞ることがあります。

※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。

詳しくは各商品の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい。目論見書については販売会社にお問い合わせ下さい。

リスクについて
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手続・手数料等

お申込みメモ ファンドの費用

購入単位 販売会社が定める単位とします。

購入価額 申込受付日の翌営業日の基準価額

換金単位 最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。

換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.3%（信託財産留保額）
を控除した価額となります。

換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目から、お申込
みの販売会社にてお支払いします。

購入・換金
申込不可日

ベトナムの証券取引所またはベトナムの銀行のいずれかの休業日と
同日の場合には、購入・換金申込は受付けません。

信託期間 無期限とします。（設定日：2014年8月20日）

決算日
原則として年4回。2月20日、5月20日、8月20日および11月20日
（休業日の場合は翌営業日）とします。

収益分配
原則として、年4回決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分
配を行います。

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、益金不算入制度の適用はありません。

※上記は、2018年3月末日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合
等には、変更される場合があります。

※ファンドの費用の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される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。

＜委託会社＞ キャピタル アセットマネジメント株式会社

＜受託会社＞ 三菱UFJ信託銀行株式会社

詳しくは各商品の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい。目論見書については販売会社にお問い合わせ下さい。

投資者が直接的に負担する費用

ご購入時
手数料

申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24％（税抜3.0％）を上限として、販売会
社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。

信託財産
留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費

ファンドの純資産総額に対し、年1.8468%（税抜1.71%）の率を乗じた金額が
運用管理費用（信託報酬）として毎日計算され、ファンドの各計算期末または信
託終了のときにファンドから支払われます。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

【運用管理費用（信託報酬）の配分】

内訳 料率(税抜) 費 用 の 内 容

委託会社 年0.80％ 委託した資金の運用の対価

販売会社 年0.85％
運用報告書等各種書類の送付、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 年0.06％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。

その他費用

有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、監査費用、
信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等

※その他の費用・手数料は、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
ことができません。
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収益分配に関する留意事項

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。

投資信託の純資産投資信託で分配金が
支払われるイメージ

分配金

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

※500円
( ③+④ )

※50円

10,500円

期中収益
( ①+② )

50円

10,550円

分配金
100円

※450円
( ③+④ )

※500円
( ③+④ )

※80円

10,500円

10,400円

分配金
100円

※420円
(③+④ )

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

※50円を
取り崩し

※分配対象額
450円

前期決算日

※分配対象額
500円

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

※80円を
取り崩し

※分配対象額
420円

前期決算日

※分配対象額
500円

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

10,450円

10,300円

配当等収益
① 20円

※上図はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆、保証するものではありません。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに
③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支
払われます。

受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、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。

分配金の一部が元本の
一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の
一部払戻しに相当する場合

受益者の
購入価額

（当初個別元本）
分配金支払後
基準価額

個別元本

元本払戻金
（特別分配金）

普通分配金

（注）普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

受益者の
購入価額

（当初個別元本）
分配金支払後
基準価額

個別元本

元本払戻金
（特別分配金）

普通分配金

※元本払戻金（特別分配金）

は実質的に元本の一部払戻し

とみなされ、その金額だけ個

別元本が減少します。また、

元本払戻金（特別分配金）部

分は非課税扱いとなります。

元本払戻金
（特別分配金）

個別元本（受益者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本

払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
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一般的な留意事項

◼ 当資料は、キャピタル アセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

◼ お申込みに当たっては必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見
書）は販売会社までご請求ください。

◼ 投資信託は、値動きのある証券等（外貨建て資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、
基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。

◼ 投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた
利益および損失は、全て投資家に帰属します。

◼ 投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。

◼ 登録金融機関が取り扱う投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。

◼ 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

◼ 当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

◼ 当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

◼ 当資料に掲載された図表等の内容は、将来の運用成果や市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

キャピタル アセットマネジメント株式会社


