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T&Dインド中⼩型株ファンド（愛称︓ガンジス）
インドの総選挙でモディ⾸相が圧勝
今後のインド株式市場の⾒通し
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5年に1度の総選挙でモディ⾸相圧勝－
不透明感が解消された株式市場
インドで2019年4⽉から5⽉にかけて実施された下院総
選挙において、モディ現⾸相率いるインド⼈⺠党（BJP）
が総議席数の過半数を確保し、勝利しました。

同党のマニフェストでは、積極的なインフラへの投資姿勢
やインド産農業製品の輸出増加等の取り組みをアピール
していました。

下院総選挙の勝利を受けて市場に融和的な経済・財政
政策運営に対する期待感が⾼まっていることから、今後の
インド株式市場の動向に注⽬が集まっています。

安定政権の樹⽴により、改⾰路線継続へ
短期的な政策⾯において、市場は、モディ政権の地⽅経
済に重点を置いた消費活性化政策およびインド中央銀
⾏(RBI)と協調してノンバンク企業の債務問題など、不良
債権処理の⼀層の進展に注⽬しています。

中⻑期的な政策に関しては、農家の所得増加や低所得
者層に対する住宅供給のほか、国内外からの投資拡⼤
を通じてインドを世界的な製造拠点に押し上げる政策「メ
イク・イン・インディア」を通じた雇⽤創出に注⽬が集まって
います。その他注⽬される政策では、国営銀⾏の⺠営化
推進、インフラ整備や⼯業⽤地を⽬的とした⼟地取得を
簡素化する⼟地収⽤法の改正などが期待されています。

歴史的勝利と⾔われた前回2014年を
上回る議席を獲得
（過半数を上回る543議席中の約
350議席を獲得）

インド⼈⺠党はマニフェストで積極的な
インフラへの投資姿勢やインド産農業製
品の輸出増加等の取り組みをアピール

モディ政権の主な政策

【短期】 ・ 地⽅経済に重点を置いた
・ 消費活性化
・ インド中央銀⾏(RBI)と
・ 協調してノンバンク企業の
・ 債務問題の⼀層の進展

【中⻑期】 ・ 農家の所得増加
・ 低所得者層に対する住宅
・ 供給
・ 「メイク・イン・インディア」
・ 政策※を通じた雇⽤創出
・ 国営銀⾏の⺠営化推進
・ インフラ整備や⼯業⽤地を
・ ⽬的とした⼟地取得を簡素
・ 化する⼟地収⽤法の改正
※国内外からの投資拡⼤を通じてイ
ンドを世界的な製造拠点に押し上げ
る政策

当ファンドは2019年5⽉に
ファンドの画像を変更いた
しました。
引き続き、ご愛顧を賜りま
すようお願い申し上げます。

出所︓インベスコ・アセット・マネジメント（インド）
プライベート・リミテッドからの情報に基づき
T&Dアセットマネジメントが作成
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今後のインド株式市場の⾒通し
下院総選挙での勝利を受け、インド政府による
構造改⾰の推進が継続されることを想定してい
ます。加えて、モディ政権が掲げる財政健全化、
効率的なインフラ投資や地⽅経済の活性化に
取り組むことも⾒込まれます。

短期的な相場⾒通しとしては、⾦融機関の資
産内容の向上に伴う銀⾏融資残⾼の増加(図
1)や資本財セクターにおける受注改善期待から
景気循環株を中⼼とした業績拡⼤⾒通しを背
景に、底堅い値動きを想定しています。

また、インフレが低位安定する環境下(図2)にお
いて、地⽅経済活性化を重視するモディ政権の
政策により消費の底上げが期待されることなどか
ら、⽣活必需品や低価格帯の⼀般消費財を
取り扱う企業の業績拡⼤も期待できます。

中⻑期的な相場⾒通しとしては、モディ政権が
⼀貫して推進するインフラ投資(道路、住宅、鉄
道、運河等)により恩恵を受ける資本財・素材
セクターを中⼼とした業績拡⼤の⾒通しから、堅
調な推移を想定しています。

T&Dインド中⼩型株ファンド（愛称︓ガンジス）
インドの総選挙でモディ⾸相が圧勝
今後のインド株式市場の⾒通し
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（図1）インドの銀⾏融資残⾼
（兆インドルピー） （兆インドルピー）

（年/⽉）
期間︓2013年12⽉〜2019年4⽉（⽉次）
出所︓Bloombergのデータに基づきT&Dアセットマネジメントが

作成
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（図2）インドの消費者物価指数（CPI、前年⽐）（％）

（年/⽉）
期間︓2012年1⽉〜2019年4⽉（⽉次）
出所︓Bloombergのデータに基づきT&Dアセットマネジメントが

作成
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リミテッドからの情報に基づきT&Dアセットマネジメントが
作成

販売⽤資料



3

6

7

8

9

10

50

100

150

200

250

14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04

実質GDP成⻑率（右軸）
インド中型株式（左軸）
インド⼤型株式（左軸）

50

60

70

80

90

100

110

120

17/12 18/03 18/06 18/09 18/12 19/03

インド中型株式
インド⼤型株式

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

11/2 11/8 12/2 12/8 13/2 13/8 14/2 14/8 15/2 15/8 16/2 16/8 17/2 17/8 18/2 18/8 19/2

T&Dインド中⼩型株ファンド（分配⾦再投資基準価額）
インド中型株式（トータルリターン、円ベース）
インド⼤型株式（トータルリターン、円ベース）

T&Dインド中⼩型株ファンド（愛称︓ガンジス）
ファンドの運⽤実績と⾒通し

T&Dインド中⼩型株ファンドとインド株式市場の推移

2011年2⽉6⽇を10,000として指数化
インド中型株式とインド⼤型株式については基準価額への反映を考慮し、前営業⽇の値を基に算出
期間︓2011年2⽉6⽇（ファンド設定⽇前⽇）〜2019年5⽉31⽇（⽇次）

(年/⽉)
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インド中型株は2018年以降、軟調な動きが
続いていましたが、総選挙での勝利を受け、第
2次モディ政権の構造改⾰の推進が継続するこ
とへの期待から株式市場への資⾦流⼊が⾒込
まれます。割安感が強い中型株の相対的な上
昇が期待されます。

インフラ整備の活発化や農村部の貧困対策等
の政策により経済的な効果が確認されれば、株
価の上昇が加速すると予想されます。インド経
済のけん引役である消費を中⼼とした内需セク
ターが相対的に多い中⼩型株の上昇が期待さ
れます。

2018年以降の株価指数の推移
第1次モディ政権下の

株価指数とGDP成⻑率の推移

2017年12⽉末を100として指数化、現地通貨ベース
期間︓2017年12⽉末〜2019年5⽉末（⽇次）

株式は2014年4⽉末を100として指数化、現地通貨ベース
実質GDP成⻑率（前年度⽐、当年4⽉〜翌年3⽉、年度ベース）
は2019年3⽉まで
期間︓2014年4⽉〜2019年5⽉（⽉次）

出所︓Bloombergのデータに基づきT&Dアセットマネジメントが作成
使⽤したデータについては4ページをご確認ください。
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ファンドの基準価額は、投資を⾏っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運⽤に
よる損益は全て投資者に帰属します。したがいまして、ファンドは投資元本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り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯⾦とは異な
ります。

T&Dインド中⼩型株ファンド（愛称︓ガンジス）

ファンドの投資リスク

ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。

基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
【その他の留意点】
●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。
●インドの税制に関する留意点
・原則として、保有期間1年未満のインド株式を売却した場合のキャピタルゲインに対してキャピタルゲイン税等が課税されます。したがいまして、
外国投資証券においてこれらの費⽤負担が⼤きくなった場合には、投資成果に影響を与えます。

【分配⾦に関する留意点】
・ 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。

価格変動リスク 為替変動リスク 流動性リスクカントリーリスク 信⽤リスク 投資対象ファンド
に係る税務リスク

●当資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売⽤資料です。当資料は当社が信頼性が⾼いと判断した情報等に基づいて作成したもので
すが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、当資料で使⽤するデータは過去の実績もしくは表記時点での予測であり、将来
の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。当資料に記載された意⾒・⾒通しは表記時点での当社の判断を反映したものであり、
将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。
●投資信託はリスクを含む商品であり、株式および公社債等値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがいまして、元本が保証されているものではありません。これら運⽤による損益は全て投
資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・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
でご購⼊いただいた場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
●購⼊のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断いただきます
ようお願い致します。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）は販売会社にてご⼊⼿いただけます。

ご留意いただきたい事項

インド中型株式︓Nifty中型株100指数
インド⼤型株式︓Nifty50指数
■インドインデックスサービシーズ＆プロダクツリミテッド（以下、IISL）は、明⽰的にも暗⽰的にも、本商品の所有者もしくは⼀般の者に対して、有価証券全般また
は本商品に関する投資について、またインドにおいてNifty50指数（以下、「本指数」）が市場全般のパフォーマンスに追随する能⼒について、何ら表明、条件付
け⼜は保証するものではありません。IISLのT&Dアセットマネジメント株式会社に対する唯⼀の関係は、IISLがT&Dアセットマネジメント株式会社⼜は本商品に関
係なく決定、作成及び計算する本指数並びにIISLの登録商標についての利⽤許諾を与えることです。IISLは、本指数の決定、作成及び計算において、T&Dア
セットマネジメント株式会社⼜は本商品の所有者の要求等を考慮に⼊れる義務を負うものではありません。IISLは本商品の販売に関する時期、価格の決定、⼜
は本商品を現⾦に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていません。IISLは、本商品の管理、マーケティング⼜は取引に関する義務⼜は責
任を何ら負うものではありません。IISLは、Nifty50指数の計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。また、IISLは、本指数
に含まれるいかなる誤り、⽋落⼜は障害に対する責任を負いません。IISLは、本指数⼜はそれらに含まれるデータの使⽤により、T&Dアセットマネジメント株式会社、
本商品の所有者⼜はその他の⼈や組織に⽣じた結果に対して、明⽰的にも暗⽰的にも保証しません。IISLは、本指数⼜はそれに含まれるデータに関して、商品
性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明⽰し、かつそれに関して明⽰もしくは暗⽰の保証を⾏いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則
的、間接的あるいは結果的な損害（利益の損失を含む）について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、IISLが責任を負うことはありません。
■当資料中に引⽤した各インデックス（指数）の商標、著作権、知的財産権およ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および公表を停⽌する権利を有しています。

使⽤したデータについて

2019.06.12
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■ 設定・運⽤は

商号︓T&Dアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第357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

T&Dインド中⼩型株ファンド（愛称︓ガンジス）

購
⼊
時

購⼊
単位

販売会社が定める単位
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購⼊
価額 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額

換
⾦
時

換⾦
単位 販売会社が定める単位

換⾦
価額

換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額から、
信託財産留保額を差し引いた額

換⾦
代⾦

原則として換⾦申込受付⽇から起算して7営
業⽇⽬からお⽀払いします。

信託期間 2021年2⽉10⽇まで
（2011年2⽉7⽇設定）

決算⽇ 2⽉、8⽉の各10⽇
（休業⽇の場合は翌営業⽇）

収益分配
年2回、毎決算時に収益分配⽅針に基づいて
収益の分配を⾏います。販売会社との契約に
よっては税引後無⼿数料で再投資が可能です。
ただし、必ず分配を⾏うものではありません。

申込不可⽇

下記のいずれかに該当する⽇には、購⼊、換⾦
の申込はできません。
・ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所
・の休場⽇
・インド、モーリシャスの各銀⾏の休業⽇

お申込みメモファンドの費⽤

購⼊時
⼿数料

購⼊価額に、3.24％※（税抜3.0％）を上限とし
て販売会社が個別に定める率を乗じて得た額としま
す。
※消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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0.3％
の率を乗じて得た額を、ご換⾦時にご負担いただきま
す。

◆投資者が直接的に負担する費⽤

運⽤管理
費⽤
(信託
報酬)

ファンド︓
毎⽇、ファンドの純資産総額に年1.1988％※（税
抜1.11％）の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10％になった場合は、年1.221％となります。

投資対象とする外国投資証券︓
外国投資証券の純資産総額に対し、年0.83%程
度

実質的にご負担いただく信託報酬率︓
年2.0288％※（税抜1.94％）程度
※消費税率が10％になった場合は、年2.051％程度とな
ります。
（ファンドが投資対象とする外国投資証券の運⽤報
酬等を加味して、受益者が実質的に負担する信託
報酬率について算出したものです。）

その他の
費⽤・
⼿数料

・ 信託財産にかかる監査費⽤および当該監査費⽤
・ にかかる消費税等に相当する⾦額は、受益者の
・ 負担とし、信託財産中から⽀弁します。
・ 証券取引に伴う⼿数料、組⼊資産の保管に要
・ する費⽤等は、信託財産中から⽀弁します。
また、組⼊外国投資信託において、証券取引・オプ
ション取引等に伴う⼿数料、その他ファンドの運営に
必要な各種費⽤等がかかります。
これらの費⽤･⼿数料については、運⽤状況等により
変動するものであり、事前に料率･上限額等を⽰すこ
とができません。

◆投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤

＊ 上記の費⽤の合計額については、投資者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。
＊ 詳細につきましては必ず「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をお読みください。

お申込みの際は、「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の内容をよくお読みいただき、ご⾃⾝でご判断ください。

■ 投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求・お申込みは
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販売⽤資料

商号︓フィデリティ証券株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第152号
加⼊協会︓⽇本証券業協会


