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月次レポートなど、ひふみの
最新情報を配信しています。

マーケットの振り返りや
今後の見通し等配信しています。

ひふみLINE公式アカウント

公式 Youtube

※これより先はYouTube
　のサイトになります

※これより先はLINE
　のサイトになります
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藤野英人からのご挨拶  ～当ファンドが目指すもの

わたしたちの経営理念は、「資本市場を通じて社会に貢献します」です。

現在、「老後2,000万円問題」に象徴されるように、日本人の将来への不安は
高まっています。わたしたちは資産運用会社として皆様の不安に応えなければ
ならないと思い、それこそが社会貢献だと考えております。

株式ファンドは当社の大切な運用商品ですが、株式はリスクが高いイメージが
ありますので、現在の状況や今後のライフプランによってお客様一人ひとりの
投資ニーズにすべて対応することはできません。 

そのため、多くの皆様が、それぞれのリスク許容度に合わせて資産形成ができ
るよう、「まるごとひふみ」を提供することにいたしました。

「まるごとひふみ」が日本中の皆様の資産形成を手助けできれば幸いです。

「まるごとひふみ」で中長期的な資産形成を

レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役 会長兼社長　最高投資責任者（CIO）

藤野 英人

レオス・キャピタルワークス 会社概要

〈プロフィール〉
1966年富山県生まれ。野村投資顧問（現
野村アセットマネジメント）、ジャーディン・
フレミング投信・投資顧問（現 JPモルガン・
アセット・マネジメント）、ゴールドマン・サッ
クス・アセット・マネジメントにて、ファンド
マネージャーを歴任。
2003年レオス・キャピタルワークス創業。
一般社団法人投資信託協会理事。

経営理念

『資本市場を通じて社会に貢献します』
わたしたちは、よりよい社会をつくるための“流れ”（レオス）を
興したいと願っています

レオス・キャピタルワークス株式会社
Rheos Capital Works Inc.
2003年4月16日
東京都千代田区丸の内 1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス丸の内 27F
100百万円
投資運用業
投資助言・代理業
第二種金融商品取引業
128名（2022年10月末現在）
11,307億円 運用助言含む（2022年10月末現在）

社名

設立
本社所在地

資本金
事業内容

役職員数
運用資産

お金に対する考え方や、投資、経済について、わかりやすく楽しく
学んでいただけるチャンネルを2021年新設しました。

YouTubeチャンネル

※これより先はYouTube
　のサイトになります



※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご確認ください。 2

まるごとひふみは資産配分の異なる３ファンドの総称です

各ファンド名の数字は株式の組入比率を表しています。
各ファンドはそれぞれの基本の組入比率が維持されるように投資対象ファンドを組み入れることを目指します。

● まるごとひふみ15

● まるごとひふみ50

● まるごとひふみ100

まるごとひふみ15はこんな方に！ まるごとひふみ50はこんな方に！ まるごとひふみ100はこんな方に！
※「ひふみワールドファンド」 は正式名称
「ひふみワールドファンドFOFs用（適格
機関投資家専用）」といい、ひふみワー
ルドマザーファンドを高位に組入れま
す。

※投資対象ファンドの組入比率は、基本の
組入比率を記載しております。上記比率
を維持することを目指して運用を行ない
ますが、市況動向や運用の状況によって
は組入比率が変動する場合があります。

リ
タ
ー
ン

リスクをとって、
リターンもしっかりほしい！

全世界の株式に分散投資したい！

リスクを少し取り、
リターンも期待！

分散投資でリスクヘッジしたい

中長期の目線で
リスクを抑えて運用したい

投資はプロにおまかせしたい

■ ひふみ投信マザーファンド
　 主に日本の株式に投資

■ ひふみワールドファンド
　 海外の株式に投資

■ ひふみグローバル債券
　 マザーファンド
　 国内外の債券に投資

投資対象ファンド

株式15％債券85％

株式50％債券50％

株式100％債券0％

85％

9％
6％

20％

30％
50％

60％40％

高

高低 リスク（値動きの幅）

 リスク・リターンに応じた3つの商品をご用意
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運用実績（基準価額等の推移（日次））2022年10月末時点

※期間：2021年3月30日（設定日）～2022年10月末
※「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。
※「騰落率」の「設定来」は、設定時の価額（10,000円）を起点として算出しております。

● まるごとひふみ15 ● まるごとひふみ50 ● まるごとひふみ100

騰落率 騰落率 騰落率

1 ヶ月

3 ヶ月間

6 ヶ月間

1年間

設定来

0.27％

-4.57％

-5.67％

-11.47％

-10.11％

1 ヶ月

3 ヶ月間

6 ヶ月間

1年間

設定来

2.72％

-1.63％

-2.36％

-11.03％

-7.71％

1 ヶ月

3 ヶ月間

6 ヶ月間

1年間

設定来

6.25％

2.64％

2.49％

-10.75％

-4.84％

0億円

30億円

60億円

90億円

120億円

150億円

180億円

6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円

11,000円

12,000円

'21/3/30 '21/8/23 '22/1/14 '22/6/9 '22/10/31
（設定日）

基準価額（左軸） 純資産総額（右軸）

0億円

100 億円

200億円

300億円

400億円

500億円

600億円

6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円

11,000円

12,000円

'21/3/30 '21/8/23 '22/1/14 '22/6/9 '22/10/31
（設定日）

基準価額（左軸） 純資産総額（右軸）

0億円

150億円

300億円

450億円

600億円

750億円

900億円

6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円

11,000円

12,000円

'21/3/30 '21/8/23 '22/1/14 '22/6/9 '22/10/31
（設定日）

基準価額（左軸） 純資産総額（右軸）

純資産総額：86.41億円 純資産総額：310.96億円

9,516円

純資産総額：436.71億円

9,229円8,989円
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まるごとひふみの運用体制と投資対象ファンドの運用責任者

代表取締役会長兼社長
藤野 英人

ひふみシリーズ
最高投資責任者（CIO）

まるごとひふみ
ファンドマネージャー

岡田泰輔

三菱UFJ国際投信で債券運用、
商品開発業務を歴任後、横浜銀
行で国際分散投資による自己資
金運用を担当。その後、国民年
金基金連合会で年金積立金運用
に従事。2020年、レオス・キャ
ピタルワークス入社。

債券戦略部長
ファンドマネージャー

福室 光生

ひふみグローバル債券マザーファンド 

国内外の債券に投資

代表取締役 副社長
ファンドマネージャー

湯浅 光裕

ひふみワールドファンド※

海外の株式に投資

株式戦略部
ファンドマネージャー

佐々木 靖人

国内外の株式に投資

※「ひふみワールドファンド」 は正式名称「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」といい、ひふみワールドマザーファンドを高位に組入れます。

まるごとひふみ投資対象ファンド
ひふみ投信マザーファンド 
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足で稼いだ情報で成長企業を発掘

投資する企業をみつけるためには、定量（企業業績の変
化、株価水準、割安性など）と定性（経営の質、競争
力、現場の活気など）の両面から、徹底的な調査・分析
を行なっています。投資先には実際に足を運び、経営者
とも対面。運用メンバー全員で議論を尽くして、投資先
を選んでいます。

レオスの調査体制はアナリストに担当セクターを設けない独自のリサーチ体制を取っています。業界・会社の規模に捉われず、アナリストが
自由に調査を進めることで成長企業の発掘に繋がると考えているからです。自由度の高いリサーチ体制によって、全世界50,000社以上の上場
企業の中から常に時代に応じた成長企業を発掘します。

あまり知られていなくても、元気で希望に満ちて、
尊敬できる会社はさまざまな分野で活躍しています。

運用メンバー全員で定性・定量の両面から
議論を尽くして、投資先を選んでいます。

※コロナ禍では積極的に電話やWebミーティングなどを利用し､ 現地の調査を
行なっています。 場所の移動・距離などの制約なく、 幅広い企業調査が可能
となっています。

会社は「人」でできています。調査では経営者や
現場のスタッフとの対話を大切にしています。

ヒトの可能性に着目する定性調査

ビジョン

製品経営者

企業業績の変化に着目する定量調査

株価水準

割安感

安定的な
収益

成長企業を
発掘

現場の声
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特長
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まるごとひふみの特長
「まるごとひふみ」は、国内外の株式および債券に実質的に投資し、中長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。

特長2

その時の経済情勢などをふまえて、ファンドマネージャーが柔軟に投資対象の選別を行ないます。
投資対象ファンドはすべて自社運用しています。

お客様からお預かりしたご資金を、ファンド・オブ・ファンズ方式により
複数のファンドを通じて国内外の株式および債券に分散投資をします。

業界に先駆けて、ファンドマネージャーやアナリストの「顔が見える運用」を取り入れ
信頼の向上を目指しています。

基本組入比率に沿って国内外の株式および債券などに分散投資します

投資対象ファンドはアクティブ運用を行ないます

顔が見える運用

特長

1

特長

2
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特長1 投資対象ファンドはアクティブ運用を行ないます

１. 柔軟な運用
アクティブファンドでは、ファンドマネージャー
がその時の経済情勢などを踏まえて、柔軟に
投資対象の選別を行ないます。そのため、世
の中の変化に対応することができます。

２. 顔が見える運用
アクティブファンドでは、ファンドマネージャー
自身が投資判断を行なうため、ファンドマ
ネージャー自身がなぜ、どのように投資を行
なっているかを説明することができます。

投資対象ファンドはすべてレオス・キャピタルワークスが運用するアクティブファンドです。

アクティブファンドとは？

インデックスとは、日経平均株価やTOPIXなど、各国の株式市場の値動きを示す指標であり、インデックスファンドとは、それぞれのファンドが
採用するインデックスの値動きに連動するように運用されるファンドのことを言います。したがって、インデックスファンドが投資対象とする
企業は、日本経済新聞社などの算出機関が選定した企業に限られます。また、それらの企業をどの割合で保有するかについても、算出機関の
採用する方法に縛られることになります。一方で、アクティブファンドの場合は、どの企業に投資するか、また、それらの企業をどの割合で
保有するかについては、ファンドマネージャーの判断に大きく委ねられます。

株価指数等のベンチマークに
連動する運用成果を目指す

株価指数等にとらわれず
より良い運用成績を目指す

アクティブファンドの良さアクティブファンドインデックスファンド

インデックス（ベンチマーク）
インデックスファンド

インデックス（ベンチマーク）
アクティブファンド
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当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

投資対象ファンドについて　ひふみ投信マザーファンド①

■ ポートフォリオの状況（2022年10月末時点）

純資産総額
組み入れ銘柄数

7017.17億円
257銘柄

市場別比率
プライム市場
スタンダード市場
グロース市場
その他海外株
現金等
合計

83.03%
2.36%
0.52%
3.26%
10.83%
100.00%

資産配分比率
国内株式  
海外株式
現金等
合計

85.91%
3.26%
10.83%
100.00%

大型株（3,000億円以上）
中小型株（300億円以上、3,000億円未満）
超小型株（300億円未満）
現金等
合計

65.58%
21.53%
2.06%
10.83%
100.00%

時価総額別比率

■ ひふみ投信マザーファンドの基準価額と
　 TOPIX配当込みの推移（2022年10月末時点）

※期間：2012年4月20日～2022年10月末
※出所：Bloomberg掲載情報を基にレオス・キャピタルワークス作成。
※ひふみ投信マザーファンドの設定日前営業日（2012年4月19日）を100として指数化して作成。
※上記はひふみ投信マザーファンドの運用実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。
※TOPIX（配当込み）はひふみ投信マザーファンドのベンチマークではありませんが、参考として記載しています。
※TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下
「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ
およびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出または
公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるもので
はなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
※「資産配分比率」「市場別比率」「時価総額別比率」はひふみ投信マザーファンドの純資産総額に対する比率を表示して
おります。

※「現金等」には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
※「市場別比率」については、海外株式を「その他海外株」として表示しています。
※「時価総額別比率」は基準日時点のBloombergの掲載情報を基に作成しております。

12/04/19 14/04/19 16/04/19 18/04/19 20/04/19 22/04/19
（年/月/日）

600

500

400

300

200

100

0

355.28%21.68%19.21%-13.35%騰落率
設定来5年3年1年

ひふみ投信マザーファンド基準価額
TOPIX（配当込み）

ひふみ投信シリーズは、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業
に投資をする投資信託です。理想の投資信託をつくりたい。運用者の想いが貫かれていて、そ
れをしっかりお客様に届けて、少しずつ残高が積みあがって大きくなっていくような、ちゃんと長
く愛されるブランドを育てたい。そんな志のもと、2008年10月にひふみの運用がスタートしまし
た。ひふみ投信シリーズが、どういう存在でありたいか。北海道から沖縄までお客様よりお預か
りした大切なお金を、国内外の素晴らしい会社に投資しよう。お客様個人の資産形成をサポー
トすると同時に、社会全体へ「ゆたかさ」を還元していこう。その想いは、運用開始当初から変
わっていません。「投資信託」は、もともと「信じて託す」と書きます。本来あるべき投資信託の姿
を体現できるように、これからも全力を尽くしてまいります。

ファンドマネージャー 佐々木靖人からのメッセージ
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当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

投資対象ファンドについて　ひふみ投信マザーファンド②

組入比率業種上場市場規模銘柄コード銘柄名

2.28%保険業プライム市場大型8766東京海上ホールディングス 1

1.91%情報・通信業プライム市場大型9432日本電信電話 2

1.61%食料品プライム市場大型2802味の素 3

1.50%情報・通信業プライム市場大型3774インターネットイニシアティブ 4

1.49%情報・通信業プライム市場大型3769ＧＭＯペイメントゲートウェイ 5

1.31%銀行業プライム市場大型8306三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6

1.28%情報・通信業プライム市場大型3626ＴＩＳ 7

1.16%サービス業プライム市場大型4661オリエンタルランド 8

1.14%保険業プライム市場大型8750第一生命ホールディングス 9

1.12%空運業プライム市場大型9201日本航空 10

■ ひふみ投信マザーファンド
　 組入比率上位10銘柄（2022年10月末時点）

■ 投資銘柄事例

※規模は作成基準日時点の時価総額と以下の区分に基づき作成しています。
大型（3,000億円以上）、中小型（300億円以上、3,000億円未満）、超小型（300億円未満）
※「組入比率」は純資産総額に対する比率です。　

※株価は上場来～2022年10月末。株価は月末終値。営業利益は四半期ごとの値を各四半期末に表示。
※各種データに基づきレオス・キャピタルワークス作成。
※組入銘柄は市場動向により変化します。
※今後も当社が当該銘柄に投資することを保証するものではありません。
※組入比率上位10銘柄および投資銘柄事例は、当該銘柄への投資を推奨、勧誘するものではありません。
※コメントについては作成日時点の情報になります。※写真はイメージです。

■ 会社紹介
GMOインターネットの子会社で決済処理代行の業界大
手企業です。消費者や法人が現金、クレジットカード、
キャッシュレス決済などで決済する際の、電子決済イン
フラを提供しています。同社のインフラを利用する企業
は、大手ECサイトをはじめ、多種公共サービス（電気、ガ
ス、水道、税金)などの支払いシーンに利用されています。
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❶ 第2次安倍内閣発足
円安・外需・大型株・株
高へと相場動向が一
変する中で、大型株の
保有比率を高める。

❷ 世界の景気減速懸念が広がる
大型・中小型・超小型株といった
カテゴリーを問わず、マクロ経済
環境に左右されにくい独自要因
で業績をあげられる銘柄の比
率を上昇。

❸ 大型株主導の株式相場
日本銀行や公的年金等の資
金流入期待を背景に、日経
平均株価上昇。大型・中小
型・超小型株のバランスを意
識したポートフォリオに。

❹ 地政学的 リスクの
顕在化

北朝鮮問題などで顕在
化し始めた地政学的リ
スクに備えて現金等の
比率を上昇。

❺ 新型コロナウイルス
感染拡大

新型コロナウイルス感
染拡大による不確実性
リスクに備え、現金等の
比率を上昇。 

❻ 物価上昇による
米金融政策転換の影響

インフレによる相場状況
の変化に対応するため、
大型株の比率を上昇。

※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご確認ください。10

投資対象ファンドについて　ひふみ投信マザーファンド③
当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

※期間：2012年5月末～ 2022年10月末　※ひふみ投信マザーファンドの月末時点の純資産総額を100%として計算。
※時価総額300億円未満を超小型株、時価総額300億円～ 3,000億円未満を中小型株、時価総額3,000億円以上を大型株と定義。なお「海外株」には海外投資証券が含まれます。

世界情勢や経済の変化に対応し、保有する株式の比率を柔軟に変化させることができるのがアクティブファンドの特長です。
業種や企業規模にとらわれることなく、臨機応変に組入銘柄を入れ替えて「守りながらふやす」運用を目指しています。

■ ひふみ投信マザーファンドの時価総額別構成比率の推移

● 中小型株

● 現金等
● 超小型株

● 大型株

● 海外株
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※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご確認ください。11

当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

投資対象ファンドについて　ひふみワールドファンド①

（円）
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16,000

14,000

12,000

10,000

8,000
19/10/08 20/10/08 21/10/08 22/10/08

（年/月/日）

■ ひふみワールドマザーファンド
　 基準価額の推移（2022年10月末時点） 純資産総額

組み入れ銘柄数
2880.00億円

207銘柄

 組み入れ上位10カ国 比率
  1. アメリカ
  2. フランス
  3. ドイツ
  4. 中国
  5. スイス
  6. イギリス
  7. オランダ
  8. オーストラリア
  9. 台湾
 10. イタリア

73.27%
3.19%
3.16%
2.76%
2.41%
2.09%
1.72%
1.38%
1.23%
1.20%

 資産配分比率
海外株式
海外投資証券
現金等
合計

96.10%
1.15%
2.75%

100.00%

時価総額別比率
10兆円以上
1兆円以上10兆円未満
3,000億円以上1兆円未満
3,000億円未満
現金等
合計

24.75%
55.71%
14.39%
2.41%
2.75%

100.00%

■ ポートフォリオの状況（2022年10月末時点）

※期間：設定日（2019年10月8日）～2022年10月末　
※上記はひふみワールドマザーファンドの運用実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。
※「資産配分比率」「時価総額別比率」「組み入れ上位10カ国比率」はひふみワールドマザーファンドの純資産総額に対する
比率を表示しております。
※ 「資産配分比率」の株式には新株予約権を含む場合があります。「海外投資証券」はREIT（不動産投資信託）等です。
※ 「組み入れ上位10カ国比率」は原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。
※ 「現金等」には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。
※ 「時価総額別比率」は基準日時点のBloombergの情報を基に作成しております。

※投資対象ファンドである「ひふみワールドファンド」 は正式名称「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」といい、ひふみワールドマザーファンドを高位に組み入れます。

ひふみワールドシリーズは、「世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう」をコンセプトとした投資信託
です。金融資産を世界の株式に分散投資すると同時に、未だ知らない世界を、株式投資を通して知るきっ
かけにしていただきたいと考えています。豊かな海に囲まれた島国である日本は、人口減少、高齢化、少
資源などの課題がありつつも、私たちが自由に生きることができ、民主主義に基づく経済・政治環境の
中で多くの人々が日々生活し成長している場所です。一方、世界を見渡してみると、私たちとは違う環境、
あるいは対照的な環境の中で生きている人たちがたくさんいます。どのような環境でも、人々は今日より
も明日、明日よりも明後日が良くなることを願い、成長することを目標に生きています。そのような国、企
業、人々に資産を預け、ともに成長することができたら多くの人たちは安心を得られるだろう。同時に、
生きる糧を獲得することもできるだろう。そうなれば良いな。との想いで、私たちは投資運用を続けてい
ます。私たちとともに、皆様それぞれの良い明日を、未来を目指していただければ嬉しいです。

ファンドマネージャー 湯浅 光裕からのメッセージ
68.60%62.19%-3.71%5.75%騰落率
設定来3年1年6カ月

16,860



※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご確認ください。12

当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

投資対象ファンドについて　ひふみワールドファンド②

組入比率業種通貨国銘柄名

2.10%資本財米ドルアメリカディア
DEERE & CO1

2.00%商業・専門サービス米ドルアメリカテトラ・テック
TETRA TECH, INC2

1.89%半導体・半導体製造装置米ドルアメリカテキサス・インスツルメンツ
TEXAS INSTRUMENTS INC3

1.82%小売米ドルアメリカＴＪＸカンパニーズ
TJX COMPANIES INC4

1.77%食品・飲料・タバコ米ドルアメリカハーシー
THE HERSHEY COMPANY5

1.63%ソフトウェア・サービス米ドルアメリカワークデイ
WORKDAY, INC6

1.62%資本財ユーロドイツＭＴＵエアロ・エンジンズ
MTU AERO ENGINES AG7

1.59%食品・生活必需品小売り米ドルアメリカビージェーズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC8

1.42%ソフトウェア・サービス米ドルアメリカオラクル
ORACLE CORPORATION9

1.31%ソフトウェア・サービス米ドルアメリカケイデンス・デザイン・システムズ
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC10

■ ひふみワールドマザーファンド
　 組入比率上位10銘柄（2022年10月末時点）

※国は原則として発行国を表示しています。なお、国には地域が含まれます。
※業種は原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しています。
※「組入比率」はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※投資対象ファンドである「ひふみワールドファンド」 は正式名称「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」といい、ひふみワールドマザーファンドを高位に組み入れます。

■ 投資銘柄事例

※Bloomberg掲載情報に基づきレオス・キャピタルワークス作成。株価は2019年12月13日～ 2022年10月末、現地通貨。
EPSは四半期の実績を表示。
※EPSとは1株あたりの利益をあらわす指標です。
※組入銘柄は市場動向により変化します。
※今後も当社が当該銘柄に投資することを保証するものではありません。
※組入比率上位10銘柄および投資銘柄事例は、当該銘柄への投資を推奨、勧誘するものではありません。
※コメントについては作成日時点の情報になります。 ※写真はイメージです。

■ 会社紹介
米国の大手菓子メーカー。「ハーシーズ」、「リーセス」、
「キス」ブランドのチョコレートや砂糖菓子を製造する。
主な事業部門は北米と国際・その他。高価とは言い難
い価格設定と、高いブランド忠誠度が合わさって、原価
の上昇以上に販売価格を引き上げても高い需要が維持
できる稀有なブランド。

ハーシー  
THE HERSHEY COMPANY（HSY）
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ひふみワールドシリーズは、「世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう」をコンセプトに、日本の皆様にとってなじみのない企業も発掘
して投資を行なうことで、今まで知られていなかった斬新なモノやサービスなど、新しい「！」（ビックリ）をお届けしていきます。

※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご確認ください。13

当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

投資対象ファンドについて　ひふみワールドファンド③

※投資対象ファンドである「ひふみワールドファンド」 は正式名称「ひふみワールドファンドFOFs用（適格機関投資家専用）」といい、ひふみワールドマザーファンドを高位に組み入れます。

■ ひふみワールドマザーファンド
　 通貨別比率 （2022年10月末時点）

■ ひふみワールドマザーファンド
　 業種別比率 （2022年10月末時点） 

（%）0 30 60 90

※各比率はひふみワールドマザーファンドの純資産総額に対する比率です。 ※通貨別比率は株式における上位10通貨を表示し以降は「その他の通貨」としています。
※業種別比率は株式における上位10種を表示し以降は「その他の業種」としています。業種は原則として GICS (世界産業分類基準)の産業グループ分類に準じて表示しています。なお「その他の業種」は海外投資証券を含みます。
※比率は小数点第三位を四捨五入して表示しているため、合計が100%にならない場合があります。

米ドル

ユーロ

イギリス・ポンド

香港ドル

スイス・フラン

オーストラリア・ドル

台湾ドル

中国元
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スウェーデン・クローナ

その他の通貨

現金等
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資本財

ソフトウェア・サービス

小売

食品・飲料・タバコ

各種金融

半導体・半導体製造装置

自動車・自動車部品

ヘルスケア機器・サービス

商業・専門サービス

消費者サービス

その他の業種

現金等

78.48%

7.87%

1.99%

1.90%

1.57%

1.38%

1.23%

1.02%

0.72%

0.62%

0.47%

2.75%

17.25%

14.42%

9.04%

6.97%

6.40%

6.10%

4.32%

4.18%

3.70%

3.44%

21.42%

2.75%



※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご確認ください。14

当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

投資対象ファンドについて　ひふみグローバル債券マザーファンド①

※期間：2021年3月30日～2022年10月末　
※出所：Bloombergの情報を基にレオス・キャピタルワークス作成
※市場環境に応じて債券先物を活用することがあります。 
※当ファンドでは為替ヘッジをするためヘッジコストがかかり、それが円建ての利回りの下振れ要因となり得ます。

（年/月/日）

■ ひふみグローバル債券マザーファンド
　 基準価額の推移（2022年10月末時点 ）

-10.64% -11.45% -6.94%-5.73%騰落率
設定来1年6カ月3カ月

■ ポートフォリオの状況（2022年10月末時点）

為替ヘッジについて
保有する外貨建資産については、対円で為替ヘッジ＊を行なうことを基本としますが、市況動向等により
為替ヘッジ比率を調整する場合があります。為替ヘッジ比率を引き下げた場合、為替ヘッジを行なわ
ない部分については、為替相場の変動による影響を受けます。
＊一部の外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が高いと判断される通貨を
用いて、円に対する為替ヘッジを行なう「代替ヘッジ」を行なうことがあります。

格付比率
AAA
AA
A
BBB
BB以下

26.79%
4.09%
52.39%
6.63%
－

組み入れ上位5カ国 比率
1. アメリカ
2. 日本
3. イタリア
4. スペイン
5. 中国

41.49%
25.64%
6.63%
6.52%
2.93%

※「ポートフォリオ特性値」は、ファンドの組入債券等（現金等を含む）の各特性値（最終利回り、デュレーション）を、その組入
比率で加重平均したものです。（Bloombergの情報を基にレオス・キャピタルワークス株式会社作成）最終利回りは、ファンド
が投資している債券等の特性を示すために各債券の利回りから算出したものであり、ファンドの運用成果を示唆、保証
するものではありません。デュレーションは、金利の変動による債券価格の感応度を表しています。値が大きいほど金利
変動に対する債券価格の変動が大きくなります。
※各比率は純資産総額に対する比率です。
※「種別比率」の現金等は、純資産総額から有価証券時価総額を差し引いたコールローン、その他の資産です。
※格付は、ムーディーズおよびS＆Pの格付のうち高いものを採用し、S＆Pの格付形式で表示しています。
※「組み入れ上位5カ国比率」は原則として発行国で区分しております。なお、国には地域が含まれます。また、国際機関等
特定の国に分類しない場合があります。
※「為替ヘッジ比率」は、純資産総額に対する為替予約評価額と円貨資産額の合計の比率です。売買等の計上タイミングや
市況動向により比率が100％を超える場合があります。

為替ヘッジ比率
99.71%

ポートフォリオ特性値
最終利回り
デュレーション

3.10%
8.0

組み入れ上位5通貨 比率
1. 米ドル
2. 日本円 
3. ユーロ
4. 中国元
5. オーストラリア・ドル

41.27%
23.34%
20.58%
2.93%
1.79%

純資産総額
組み入れ銘柄数

250.90億円
34銘柄

種別比率
国債
社債
住宅ローン担保証券
特殊債
地方債
国際機関債
現金等
合計

50.57%
23.97%
9.56%
2.93%
1.79%
1.08%
10.09%
100.00%

13,000
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11,000

10,000

9,000

8,000
21/03/30 21/09/30 22/03/31 22/09/30

8,936

（円）
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当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

投資対象ファンドについて　ひふみグローバル債券マザーファンド②

組入比率償還日通貨種類銘柄名

10.11%2052/6/20日本円国債日本国債（30年）1

7.70%2040/12/20日本円国債日本国債（20年）2

7.63%2041/2/15米ドル国債米国国債 3

7.32%2052/3/25米ドル住宅ローン
担保証券米国住宅ローン担保証券4

6.63%2032/12/1ユーロ国債イタリア国債 5

6.52%2032/10/31ユーロ国債スペイン国債6

3.47%2026/9/22ユーロ社債バンク・オブ・アメリカ7

3.44%2027/1/14米ドル社債三井住友フィナンシャルグループ8

3.29%2041/8/15米ドル国債米国国債9

3.00%2041/5/15米ドル国債米国国債 10

■ ひふみグローバル債券マザーファンド
　 組入比率上位10銘柄（2022年10月末時点）

■ ひふみグローバル債券マザーファンド 債券種別比率の推移

※「組入比率」は純資産総額に対する比率です。

※期間：2021年3月末～2022年10月末（月次）
※各月末時点の純資産総額を100％として計算
※コメントについては作成日時点の情報になります。

運用面を振り返ると、開始当初から米短期金利が低すぎると考えたことから満
期の長い債券を中心に保有し、現金比率を高めることでリスクの調整を行ない
ました（フラットニングポジション）。利上げの加速により中短期金利が大きく上
昇したため、ファンドの下落を抑制する結果になりました。また、欧州国債、日
本国債の保有を比較的抑えたこと、（例外的に）為替ヘッジなしで保有している
中国元建て債券の保有等がファンドのパフォーマンスにプラスに寄与しました。

（年/月）
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●住宅ローン担保証券

●現金等

●債券先物取引
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当ファンドは、当社が運用する各種投資信託証券を組み入れて運用するファンドです。それらのポートフォリオ部分では、同一の投資信託証券を組み入れる類似ファンドと実質的に
同じ運用を行ないますが、組入比率の相違、設定解約に伴う資金流出入の状況、信託報酬率の違いなど様々な要因によって同様の運用成果が得られない場合があります。また、下
記投資対象ファンドは実質的に組み入れて運用するためのものであり当ファンドそのものではありません。

投資対象ファンドについて　ひふみグローバル債券マザーファンド③

■ 米国の投資適格社債の対国債スプレッド

※期間：2021年3月30日～2022年10月末
※出所：Bloonbarg掲載情報を基にレオス・キャピタルワークス作成
※投資適格社債スプレッドは対米国国債のOAS（オプション調整スプレッド）
※対国債スプレッドは、国債と信用力が高い社債の利回りの差を表しています。※コメントについては作成日時点の情報になります。

今後に関しては投資適格社債に注目しています。主に流動性要因によ
り対国債スプレッドは数年来のレベルに拡大しており保有比率を高め
る方針です。
本ファンドでは通貨、銘柄アロケーションはヘッジコストを考慮した
うえで行なっておりますが、ヘッジコストの上昇への対処にもなると
考えています。
債券運用体制としては、従来からの株式アナリストとの連携に加えて、
社債を中心に債券運用体制をさらに強化いたしました。企業への取材
による知見、アイデアがマクロの市場動向に対して先見性を持つケー
スは多々あり、当社の運用チームならではの強みと認識しています。今
後は社債投資においてもより多くのシナジーが生まれ結果に結びつく
ことを期待しています。

ファンドマネージャー 福室光生からのコメント

投資適格社債
＼今後の注目ポイント／ （%）

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

（年/月）

米国投資適格社債スプレッド

社債への投資妙味が
高くなる

21/03 21/06 21/09 21/12 22/03 22/06 22/09
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特長2
基本組入比率に沿って
国内外の株式および債券などに分散投資します

債券は国や、国際機関、公共団体、企業などが資金を調達するために多数の投資
家からお金を借りる時に発行されるものです。
利払い日には利息が支払われます。発行元が破綻しない限り、決められた金額が
払い戻されるため、株式と比べるとリスクの低い性質を持ちます。

分散投資で、基準価額の変動幅を抑えます
まるごとひふみは、比較的値動きの大きい国内外の株式と、比較的
値動きの小さい国内外の債券を組み入れることにより、基準価額の
変動幅を抑えた運用を目指します。価格変動に伴うハラハラ・ドキド
キ感の軽減を目指し、資産形成のはじめの一歩を応援します。

■ 株式と債券に分散投資をした際の各ファンドの値動きのイメージ

※「まるごとひふみ100」は、債券を投資対象とする「ひふみグローバル債券マザーファンド」は組み入れません。

株式

株式+債券

債券

時間
元本

価格

債券は株式と比較して値動きが小さい
債券は国や、国際機関、公共団体、企業などが資金を調達するために多数の投
資家からお金を借りる時に発行されるものです。
利払い日には利息が支払われます。発行元が破綻しない限り、決められた金額
が払い戻されるため、株式と比べるとリスクの低い性質を持ちます。

● 各資産クラスの指数
日本株：東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
先進国株：MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI国債
先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバンメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・

グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
当資料で使用した指数については後述の「指数について」をご確認ください。

上図の「代表的な資産クラスの騰落率」は債券や株式などの値動きの幅を表現するためにご参考
として示したものであり、将来の騰落率を示唆・保証するものではありません。
※上記5年間の「各月末における直近１年間の騰落率」の平均値・最大値・最小値を表示

〈ご参考〉代表的な資産クラスの騰落率の比較
（2017年11月末～2022年10月末）

平均値
最大値

最小値

先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債日本株
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どの資産が上がるのか下がるのか当て続けることは難しい

主要4資産（国内外の株式と債券）の過去のリターンの実績を見ると、年によってリターンの大きさの順位は大きく変動していることが分かり
ます。今後、どの資産が最も大きく上昇するかを予想して当て続けることは困難です。だからこそ、資産を分散して保有することによって、大
きな損失を避け、幅広い資産から投資成果を得ることが重要なのです。

出所：Bloombergの情報を基にレオス・キャピタルワークス作成
※国内株式はTOPIX（配当込み）、外国株式はMSCI ACWI ex JAPAN（配当込み、円ベース）、国内債券はFTSE日本国債インデックス、外国債券はFTSE世界国債インデックス
（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を使用しています。
※MSCI ACWI ex JAPANは、MSCI Inc. が開発した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。
※TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよび
TOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
※FTSE日本国債インデックスおよびFTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての
権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

主要4資産の過去のリターン推移（2006～2021年）

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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今後の順位を当てるのは困難です



※後述の「当資料のお取扱いにおけるご注意」を必ずご確認ください。

ふじの　 ひでと

藤野 英人

19

特長3 顔が見える運用

ひふみ運用メンバー ディスカッションを通して視点を深める

最高投資責任者（CIO）
ひふみの運用統括

株式戦略部

債券戦略部 未来戦略部 経済調査室

わたなべ  しょうた

渡邉 庄太
ささき  やすと

佐々木 靖人
ウェイ・シャンシャン

韋 珊珊
やつお　ひさし

八尾 尚志

せのお　まさなお

妹尾 昌直

ほんま　ゆうき

本間 雄揮
みやけ　かずひろ

三宅 一弘
はしもと　ゆういち

橋本 裕一
ふくむろ　みつお

福室 光生
　ちば　としのぶ

千葉 俊信
ほんま　ゆうき

本間 雄揮
   ゆあさ  みつひろ

湯浅 光裕
おかだ　たいすけ

岡田 泰輔

運用メンバーの
インタビューはこちら▶
レオス・キャピタルワークスの
Webサイトに遷移します

たかはし　りょう

高橋 亮
まつもと　りょうが

松本 凌佳
せのお　まさなお

妹尾 昌直
おおしろ　しんたろう

大城 真太郎
ないとう　まこと

内藤 誠
ただ　けんすけ

多田 憲介
もりやま　はるき

森山 治紀
※未来戦略部と兼任

運用メンバーは毎朝開催される朝会に出席しており、様々な 
話題についてディスカッションを行ないます。 様々な視点から
ディスカッションをすることで、新しい視点や気づき が生ま
れ、銘柄分析や経済分析に対する理解を深めることに繋がりま
す。その後、十分に審議を尽くしてファンドマネージャーが投
資先企業を決めます。

長期的なお付き合いにおいて、できる限りお客様に安心感
を持っていただきたいと考えています。セミナーやイベント
などを通じて直接お客様とコミュニケーションする機会を
大切にしています。

複数の同業他社を経て2021年1月に当社
に入社したのですが、他社の会議との違
いに最初は戸惑いました。当社の朝会
は、単なる銘柄推奨の場ではありませ
ん。担当セクター制でないからこそ、事
前にテーマを決めることなく、自由にメ
ンバーが話題を提供する形式になってい
ます。投資アイディアの源泉となりうる
さまざまな気づきを、漏らすことなく議
論できる当社特有の会だと思います。

ひふみグローバル債券マザーファンドが
運用開始して以来、株式戦略部、経済調
査室を含む運用本部全体で議論を重ねて
おり、債券と株式の異なるアセットクラ
スからの視点で議論をしています。運用
本部全体の朝会とは別に債券戦略部と経
済調査室のみで朝会を実施しています。
主に債券や世界経済の話題に集中してお
り、債券運用に特化した議論をしていま
す。双方の朝会で議論を重ねることで債
券運用に視野の広さと深さを得られると
感じます。
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お客様 ひふみ投信マザーファンド 国内外の
株式に投資

海外の
株式に投資

国内外の
債券に投資ひふみグローバル債券マザーファンド

ひふみワールド
ファンド FOFs用

（適格機関投資家専用）

お
申
込
金

投資

損益

収
益
分
配
金

解
約
金
な
ど

ひふみワールド
マザーファンド

まるごと
ひふみ15
・

まるごと
ひふみ50

投資

損益

投資

損益

投資

損益

投資対象ファンド 実質的な投資対象

当ファンド

●まるごとひふみ15・まるごとひふみ50

お客様

ひふみ投信マザーファンド 国内外の
株式に投資

海外の
株式に投資

ひふみワールド
ファンド FOFs用

（適格機関投資家専用）

お
申
込
金

投資

損益
収
益
分
配
金

解
約
金
な
ど ひふみワールド

マザーファンド

まるごと
ひふみ100

投資

損益

投資

損益

投資対象ファンド 実質的な投資対象当ファンド

●まるごとひふみ100

まるごとひふみの仕組み
まるごとひふみ間で

スイッチング機能が利用できます。※

※ スイッチングとは、現在保有しているファンドを換金すると同時に
他のファンドの購入申し込みを行なう取引を指します。

※ スイッチングの際には、換金時と同様に税金(課税対象投資者の場
合)がかかりますので、ご留意ください。

※販売会社によってスイッチングができない場合があります。
詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

お客様のご希望に応じてそれぞれの
ファンド間でのスイッチングが可能です
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指数について

各資産クラスの指数の騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。
株式会社野村総合研究所および各指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行ないません。また、株式会社野村総合研究所および各指数の
データソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

各資産クラスの指数

株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する株価指数で、配当を考慮したものです。TOPIXは、日本の株式市場を広範に
網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式に
より算出されます。なお、TOPIX に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研または株式会社
ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、
MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI 
Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

野村證券株式会社が発表している国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、ポート
フォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の指標が日々公表されています。なお、NOMURA-BPIに
関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

FTSE Fixed Income LLC が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均
した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE 
Fixed Income LLC に帰属します。

J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。
なお、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドに
関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

MSCI-KOKUSAI インデックス
（配当込み、円ベース）

MSCI エマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円ベース）

NOMURA-BPI国債

FTSE 世界国債インデックス
（除く日本、ヘッジなし円ベース）

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-
エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド（円ベース）

日 本 株

先 進 国 株

新 興 国 株

日 本 国 債

先 進 国 債

新 興 国 債
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カントリーリスク
（エマージング市場に
関 わ る リ ス ク）

投資リスクについて

国内外の株式や公社債を実質的な主要投資対象とする場合、一般に
株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映
して変動し、また、公社債の価格は発行体の信用力の変動、市場金利
の変動等を受けて変動するため、その影響を受け損失を被るリスクが
あります。

当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の
需給等、さまざまな要因を反映して、有価証券等の価格が大きく変動する
リスクがあります。エマージング市場（新興国市場）への投資においては、
政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示
制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国
への送金規制等の状況によって有価証券等の価格変動が大きくなる場合が
あります。また、新興国の公社債は先進国の公社債と比較して価格変動が
大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになる可能性があります。

価格変動リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要
や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性のもとでの取引が
行なえない、あるいは不利な条件で取引を強いられたり、または取引
が不可能となる場合があります。これにより、投資対象とする投資信託
証券においては組入有価証券を期待する価格で売却あるいは取得でき
ない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。

流 動 性リスク

有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・
財務状況が悪化した場合またはそれが予想される場合もしくはこれら
に関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が
下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払い
が滞る等の債務が不履行となるおそれがあります。投資した企業等に
このような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクが
あります。また、実質的に投資した債券の発行体にデフォルト（債務
不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、債券価格が
下落する可能性があり、損失を被るリスクがあります。

信 用 リ ス ク

投資対象とする投資信託証券において外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨
と円との為替変動の影響を受け、損失が生じることがあります。また、一部の
資産において、為替ヘッジを行なう場合に円の金利が為替ヘッジを行なう
通貨の金利より低いとき、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。

為替変動リスク

お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

・ ｢まるごとひふみ」は、投資信託証券への投資を通じて株式や債券など
値動きのある証券（外国の証券には為替変動リスクもあります。）に投資いた
しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証
されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用
により生じる利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。

・ 投資信託は預金等とは異なります。

■主な投資リスク ※投資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
・「まるごとひふみ」のお取引において、金融商品取引法第37条の6に規定された「書面による契約の解除」
（クーリング・オフ）の適用はありません。
・ファンドの流動性リスクに関する事項：一時に多額の解約があり資金を手当てするために保有資産を
大量に売却しなければならない場合や、取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に
組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られて
しまうリスクがあります。これにより、基準価額が低下し損失を被る可能性や、換金申込みの受付が中止
となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
・ 「まるごとひふみ」が直接投資するマザーファンド、または、「まるごとひふみ」が投資する投資対象
ファンドの高位に組み入れられるマザーファンドのうち、いずれかのマザーファンドのベビーファンド
（「まるごとひふみ」以外のファンド）で資金変動等の売買等が生じた場合は、「まるごとひふみ」の基準
価額に影響を及ぼす場合があります。
・ 当ファンドの投資対象ファンドは、モーゲージ・バック証券等の期限前償還リスクを含有する債券へ
投資することができます。金利の変動による期限前償還の増減に伴い、有価証券等の価格が影響を受
け、基準価額に影響を及ぼす場合があります。

■当資料のお取扱いにおけるご注意
・当資料はレオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託のお申込みにあたっては、事
前に販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を十分にお読みになり、ご自身で
ご判断ください。
・当資料に記載されている当社が運用する投資信託の過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束する
ものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回り
を表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
・当資料は作成日における信頼できる情報に基づき作成しておりますが、内容の正確性・完全性を保証
するものではなく、また記載されている内容は予告なく変更される場合があります。

・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構等の保護の対象では
ありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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無期限（2021年3月30日設定）
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。信 託 期 間

ご購入のお申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口あたり）購 入 価 額

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、香港証券取引所、香港の銀行またはロンドン
の銀行のいずれかの休業日と同じ日付の場合には、申込受付は行ないません。

換金申込受付日から起算して6営業日目から、販売会社の本・支店等においてお支払いいた
します。換 金 代 金

「まるごとひふみ」の残高、市場の流動性の状況等によっては、運用上の支障をきたさない
ようにするため、委託会社の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金のご請求の
受付時間に制限を設ける場合があります。

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（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動
性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）がある場合には、購入・換金の
申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の申込みを取消すこと
があります。

各ファンドにつき、信託契約の一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった
場合またはこの信託契約を解約することがお客様（受益者）のために有利であると認める
とき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、この信託契約を解約し、信託を終了
させる場合があります。

換 金 制 限

繰 上 償 還

購入・換金ともに、毎営業日の15時までに受け付けたものを当日のお申込みとします。（申込
受付不可日は除きます。）
ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い
合わせください。

申込締切時間

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除の適用はありません。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。税法が改正された場合等には、
変更となる場合があります。

課 税 関 係

購入・換金申込
受 付 の 中 止
お よ び 取 消

購入・換金申込
受 付 不 可 日

販売会社が定める単位となります。購入・換金単位

各ファンド間でスイッチングができる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。スイッチング

換金申込受付日の翌営業日の基準価額（1万口あたり）換 金 価 額

原則として毎年4月15日（休業日の場合は翌営業日）　決 算 日

申込金額に対する手数料率は3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が独自に定める
率を乗じて得た額とします。
購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として販売
会社にお支払いいただきます。
「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は無手数料です。なお、
お取り扱い可能なコースおよびコース名については販売会社によって異なる場合があります
ので、販売会社にお問い合わせください。

購入時手数料

ありません。信託財産留保額

年1回の毎決算時に、原則として、次の方針に基づき分配を行ないます。
分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託
会社の判断により分配を行なわない場合もあります。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合には、収益分配金は税引き後に無手数料で再
投資されます。なお、お取り扱い可能なコースおよびコース名については販売会社によって
異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

収 益 分 配

■お申し込みメモ ■ファンドの費用
お客様に直接的にご負担いただく費用

信託報酬は、純資産総額に対して下記に記載の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。日々計算されて、投資信託
の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末
または信託終了のとき「まるごとひふみ」の信託財産から支払われます。
信託報酬率の配分は下記のとおりです。

※ 1 投資対象ファンドを基本の組入比率に従って組み入れた場合の運用管理費用（信託報酬）の率
です。この値は目安であり実際の組入状況により変動します。 「ひふみ投信マザーファンド」「ひふみ
グローバル債券マザーファンド」は、運用管理費用（信託報酬）がかかりません。

※2 基本の組入比率で按分した投資対象ファンドの運用管理費用（信託報酬）を加味して、投資者が実質的
に負担する信託報酬率について算出したものです。この値は目安であり、各投資信託証券への投資比
率の変更等により変動します。また、投資対象ファンドの変更等により今後変更となる場合があります。

※手数料等の合計金額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

運用管理費用
（信 託 報 酬）

お客様に信託財産から間接的にご負担いただく費用

信託財産の純資産総額に対して年率0.0055％（税抜年率0.0050%）以内を乗じて得た額と
します。なお、監査費用は監査法人との契約条件の見直しにより変更となる場合があります。
日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

監 査 費 用

投資対象とする投資信託証券における諸費用および税金等、信託財産に関する租税、
信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息など。
これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法
等を具体的に記載することはできません。

そ の 他
費 用・手 数 料

実質的な負担※2

まるごとひふみ100まるごとひふみ50まるごとひふみ15
年率0.660％
(税抜年率0.600％)

年率0.935％
(税抜年率0.850％)

年率1.320％
(税抜年率1.200％)

年率0.00264％
(税抜年率0.00240％)

年率0.0088％
(税抜年率0.0080％)

年率0.0176％
(税抜年率0.0160％)

年率0.66264％程度
(税抜年率0.60240％程度)

年率0.9438％程度
(税抜年率0.8580％程度)

年率1.3376％程度
(税抜年率1.2160％程度)

年率0.290％ 年率0.415％ 年率0.590％

年率0.290％ 年率0.415％ 年率0.590％

年率0.020％ 年率0.020％ 年率0.020％

信託報酬率

販売会社
（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
(運用財産の保管および
管理、委託会社からの
指図の実行の対価）

投資対象とする投資信託証券：
ひふみワールドファンド※1
（投資対象ファンドにおける

運用管理費用等）

配
分（
税
抜
）

委託会社
（ファンドの運用と調査、受託銀行へ
の運用指図、基準価額の計算、目論
見書・運用報告書の作成等の対価）

お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。




