
作成対象期間
第16期

（2020年10月1日～2021年9月30日）

交付運用報告書

第16期末
1 口 当たり純 資 産 価 格 3,512円 
純 資 産 総 額 169,994,768円

第16期
騰 落 率 1.59%
1 口 当 たり 分 配 金 額 360円

（注1） 1口当たり純資産価格および純資産総額は、募集目論見書に従って計算され
ており、財務諸表中の数値（報酬およびその他費用がその発生時に費やされ
るものとして作成されることがあり、また、金融資産評価勘定について公正価
値を調整した数値が表示される）と異なることがあります。以下同じです。

（注2） 騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算して
います。以下同じです。

（注3） 1口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。以下同じです。

その他記載事項
運用報告書（全体版）は代行協会員であるアイザワ証券株
式会社のウェブサイト（https://www.aizawa.co.jp/）の投
資信託情報ページにて電磁的方法により提供しています。

ファンドの運用報告書（全体版）は受益者の方からのご請求
により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社
までお問い合わせください。

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げ
ます。
さて、FC Tトラスト － 海通 － アイザワ 好配当利回り
中国株ファンド（以下「ファンド」といいます｡）は、この
たび、第16期の決算を行いました。
ファンドの主な投資目的は、中華人民共和国の香港
証券取引所、上海証券取引所または深セン証券
取引所に上場された会社、またはその他の取引所
の上場企業でその収益の50%以上を中国から得て
いるかまたはその営業用資産の50%以上を中国
国内に有している企業として定義される中国関連
企業により発行される株式および株式関連証券を
含む証券への分散投資を通じて、円建ての安定した
収益の分配を受益者に提供することです。当期に
つきましてもそれに沿った運用を行いました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し
上げます。

管理会社 代行協会員
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運用経過

第15期末の1口当たり純資産価格
3,785円

第16期末の1口当たり純資産価格
3,512円

第16期中の1口当たり分配金額
360円

騰落率
1.59%

純資産総額

課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
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（注1） 課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の
分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもの
で、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下
同じです。

（注2） ファンドの課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、
第15期末の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。

（注3） ファンドにおいて、分配金の再投資は行っていません。
（注4） ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の

損益の状況を示すものではありません。
（注5） ファンドにベンチマークは設定されていません。

当期の1口当たり純資産価格等の推移について

■1口当たり純資産価格の主な変動要因
当期（2020年10月1日～2021年9月30日）のファンドの1口当たり純資産価格（日本円ベース、分配金込み、再投資なし）は、
2.30%上昇しました。当期のハンセン指数のリターンは4.76%上昇し、ハンセン中国企業指数のリターンは7.14%低下しました。
香港株式市場のパフォーマンスは不安定でした。市場は、当期前半は新型コロナウイルスの感染拡大から中国経済が力強い
回復を見せたことから値上がりしましたが、米中の貿易を巡る不透明感や世界経済の低迷、独占禁止法、不動産および民間
教育セクターに対する中国当局の政策により値下がりしました。セクター別では、オーバーウェイトとした一般消費財・サービス
セクターおよびヘルスケアセクターがアウトパフォーマンスとなり、ポートフォリオの超過リターンに大きく貢献しました。アンダーウエ
イトとした金融セクターについては、値動きが激しかったものの当期のリターンはプラスでしたが、アンダーパフォーマンスに終わ
り、ポートフォリオのリターンを低下させた主因となりました。
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FC Tトラスト － 海通 － アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
費用の明細

項目 項目の概要
管理報酬 ファンドの純資産総額に対して年率0.10%（毎月

後払い）
ファンド資産の管理・運用業務

受託報酬等
①受託報酬 ① ファンドの純資産総額に対して年率0.125%

（毎月後払い、毎年最低102,000米ドル）
①ファンドの受託業務

②管理事務
代行報酬

② 管理事務代行会社報酬（上記①の受託報酬
から支払われる。）、年間2,500米ドルを超えない
額の固定額の登録事務代行報酬（比例計算
により毎月後払い）および評価・取引手数料等

② ファンド資産の管理事務代行業務およびファンドの
登録事務代行業務

③保管報酬 ③ 保管会社および受託会社の間で合意した
料率等の報酬

③ ファンド資産の保管業務

投資運用報酬 ファンドの純資産総額に対して年率0.30%（毎月
後払い）
また、投資運用会社は、各評価日に計算されかつ
発生し、各暦四半期の最終評価日にファンドの
資産から後払いされる実績報酬を受領する権利
を有します。
受益証券1口当たりの実績報酬
＝    （発生済み実績報酬控除前の受益証券1口

当たり純資産価格 － ハイ・ウォーターマーク） 
× 10%

ファンド資産の運用業務

代行協会員
報酬

ファンドの純資産総額に対して年率0.10%（毎月
後払い）

1口当たり純資産価格の公表を行い、また、目論見書、
運用報告書を販売会社に送付する等の業務

販売報酬 ファンドの純資産総額に対して年率0.40%（毎月
後払い）

口座内でのファンドの事務手続き、運用報告書等各種
書類の送付、購入後の情報提供等

その他の費用
（当期）

7.65% 印刷および広告費用、監査報酬、弁護士および専門家
報酬ならびにその他営業費用

（注） 各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記しています。「その他の費用（当期）」には運用状況等により変動する
ものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を
表示していますが、実際の比率とは異なります。
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第11期末
2016年（9月末日）

第12期末
2017年（9月末日）

第13期末
2018年（9月末日）

第14期末
2019年（9月末日）

第15期末
2020年（9月末日）

第16期末
2021年（9月末日）

1口当たり純資産価格（円） 4,304 5,719 5,210 4,302 3,785 3,512
1口当たり分配金額 （円） － 360 360 360 360 360
騰落率 （%） － 43.23 －3.14 －10.81 －3.88 1.59
純資産総額 （円） 436,935,105 516,681,640 378,980,963 248,803,217 204,557,778 169,994,768  

（注1） 課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、第11期末の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。
（注2） ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されていません。
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FC Tトラスト － 海通 － アイザワ 好配当利回り中国株ファンド
投資環境について

当期のグローバルな株式市場は強弱交錯で、ボラティリティが高まりました。新型コロナウイルスの感染拡大からの回復が遅れ
ると、ワクチン接種を除いて、人の移動の停止と社会的距離（ソーシャル・ディスタンス）の確保以外の効果的な感染防止手段
がほとんど見当たらず、世界の経済成長の不透明感が強まりました。世界の政府や中央銀行は、経済対策のために前例の
ない規模による自国経済の支援策を実施し、株式市場の成長に対する信頼感の向上にも寄与しました。当期前半の香港株
式市場は、中国における新型コロナウイルスの感染拡大が概ね抑制されたことに伴う景気回復を追い風に値上がりしました。
その後、独占禁止法や民間教育セクター改革、住宅価格の急騰の抑止等の「共同富裕」政策が始まると、リスク回避の動きが
生じ、値下がりしました。もっとも、中国の「共同富裕」政策が民営化を否定するものでも自由市場に反発するものでもなく、

「効率性と公平性の関係に対する適切な取組み」を目指すものであることは、注目に値します。共同富裕の目標はむしろ、経済
規模をさらに拡大することを前提に社会の流動化を強化し、すべての国民に経済発展への参加を促すものです。これが一部
のセクターに影響を及ぼし、短期的な市場のボラティリティを高める可能性はあるものの、健全で持続可能な成長のための
環境が長期ベースで優れた協調性や中国経済に対する恩恵を及ぼすものであると考えます。

ポートフォリオについて

当期においては、ポートフォリオにおける一般消費財・サービスおよびヘルスケアのセクターの配分を引き上げ、金融および不動産
セクターの投資配分を引き下げました。具体的には、負債比率の高い不動産企業に対する中国政府の対応により政治リスク
の影響が及ぶと判断し、融創中国控股（1918.HK）、碧桂園控股（2007.HK）、中国工商銀行（1398.HK）等の配分を引き下げ
ました。また、潜在的な収益力や成長力が長期的に有望であるとの判断から、一般消費財・サービスの株式である比亜迪

［ＢＹＤ］（1211.HK）を新たにポートフォリオに組み入れました。
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分配金について

　当期（2020年10月1日～2021年9月30日）の1口当たり分配金額（税引前）はそれぞれ下表のとおりです。なお、下表の「分配
金を含む1口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出して
いるものです。

（金額：円）

分配落日 1口当たり純資産価格 １口当たり分配金額
（対1口当たり純資産価格比率（注１））

分配金を含む1口当たり
純資産価格の変動額（注２）

2020年10月5日 3,780 30
（0.79％） －189

2020年11月2日 3,783 30
（0.79％） 33

2020年12月1日 3,897 30
（0.76％） 144

2021年 1 月4日 3,950 30
（0.75％） 83

2021年 2 月1日 4,288 30
（0.69％） 368

2021年 3 月1日 4,298 30
（0.69％） 40

2021年 4 月1日 4,280 30
（0.70％） 12

2021年 5 月6日 3,969 30
（0.75％） －281

2021年 6 月1日 4,169 30
（0.71％） 230

2021年 7 月2日 4,120 30
（0.72％） －19

2021年 8 月3日 3,592 30
（0.83％） －498

2021年 9 月1日 3,547 30
（0.84％） －15

（注1） 「対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。 
対1口当たり純資産価格比率（%）＝100×a／b 
a＝当該分配落日における1口当たり分配金額 
b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額

（注2） 「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 
分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額＝b－c 
b＝当該分配落日における1口当たり純資産価格＋当該分配落日における1口当たり分配金額 
c＝当該分配落日の直前の分配落日における1口当たり純資産価格

（注3） 2020年10月5日の直前の分配落日（2020年9月1日）における1口当たり純資産価格は、3,999円でした。
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FC Tトラスト － 海通 － アイザワ 好配当利回り中国株ファンド

今後の運用方針

お知らせ

今後は中国（香港を含みます。）に対して慎重な姿勢で臨みます。当面は新型コロナウイルスの感染拡大が中国経済への
足かせになると予想しています。さらに、ロシアとウクライナおよび米中の関係を巡る不透明感を中心とする地政学上の緊張に
より、株式市場は絶えず神経質な展開になりそうです。長期的には中国経済のファンダメンタルズは引き続き底堅いと考えて
います。経済の安定と財政・金融支援策の整備を優先する中国当局の姿勢が今後数四半期にわたり景気回復を後押しする
でしょう。株式の銘柄選択では、配当利回りに投資妙味がある銘柄に強気で臨むとともに、長期ベースで力強い収益成長が
見込まれる良好なファンダメンタルズや持続可能な収益力を備えた銘柄も選好します。

ファンドの代行協会員および日本における販売会社であった藍澤證券株式会社は、2021年10月1日付で、その金融商品取引業
に関して有する権利義務を、アイザワ証券株式会社（2021年10月1日付で「アイザワ証券分割準備株式会社」から商号を変更
しました。）に吸収分割の方法で承継し、同日付で、藍澤證券株式会社に代わりアイザワ証券株式会社がファンドの代行協会員
および日本における販売会社となりました。
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ファンドの概要

ファンド形態 ケイマン籍／契約型／外国投資信託（円建て）

信託期間 信託証書の日付（2005年7月29日）から150年間

繰上償還 ファンドは、下記の場合等に解散されます。
⒈ 受託会社と管理会社が合意した場合
⒉ 受益者集会において決議された場合
⒊  ファンドの純資産総額が5億円以下になり、管理会社がファンドを終了する旨をファンドの受益者

に3か月前に書面で通知することを決定した場合
この他の解散事由については目論見書をご覧ください。

運用方針 ファンドの主な投資目的は、中華人民共和国の香港証券取引所、上海証券取引所または深セン
証券取引所に上場された会社、またはその他の取引所の上場企業でその収益の50%以上を中国
から得ているかまたはその営業用資産の50%以上を中国国内に有している企業として定義される
中国関連企業により発行される株式および株式関連証券を含む証券への分散投資を通じて、
円建ての安定した収益の分配を受益者に提供することです。

主要投資対象 ファンドは、中華人民共和国の香港証券取引所、上海証券取引所または深セン証券取引所に上場
された会社、またはその他の取引所の上場企業でその収益の50%以上を中国から得ているかまたは
その営業用資産の50%以上を中国国内に有している企業として定義される中国関連企業により
発行される株式および株式関連証券を含む証券への分散投資を行います。
ファンドは、香港上場H株式、深センおよび上海証券取引所に上場され、香港ドルまたは米ドルで
取引されるB株式のみならず、中国の国外で設立され、適格外国機関投資家として承認された
国際的な証券会社の一または複数の投資割当てを通じて間接的に人民元で取引されるA株式にも
投資を行います。

ファンドの運用方法 投資運用会社は、比較的大量の取引、高い時価総額、健全な収益、売上の伸び率、利益率の拡大
および特に好配当率など定量的な手法を用いて中型・大型株式を体系的に選別します。
投資運用会社は、選別の第二段階として、経営の妥当性、企業統治の基準および株主と経営上の
利益の整合性の程度を質的に評価するため、企業訪問および実地調査を行います。
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FC Tトラスト － 海通 － アイザワ 好配当利回り中国株ファンド

主な投資制限 投資運用会社は、ファンドのために、以下の投資を行うことはできません。
⒈ 受益者の利益を損なうか、またはファンドの資産の適切な運用に違反する取引（受益者ではなく

管理会社、投資運用会社もしくは第三者の利益を図る取引を含みますが、これらに限りません。）
を行うこと。

⒉ 当該取得の結果、投資運用会社または管理会社が運用する複数のミューチュアル・ファンド全部
が保有する投資法人ではない1つの会社の議決権付株式総数が当該会社の発行済議決権付
株式総数の50%を超える場合に、当該会社の株式を取得すること。

⒊ 当該取得の結果、ファンドの保有する1つの会社の株式総数が当該会社の発行済株式総数の
10%を超える場合に、当該会社の株式を取得すること。

投資運用会社は、非上場の投資対象の価格付けの透明性を確保するために適切な措置を決定
します。
この他の投資制限については目論見書をご覧ください。

分配方針 管理会社は、ファンドの受領済みまたは受領予定の純収益ならびに実現および未実現キャピタル
ゲインに基づく額の受益者に対する月次分配を行うことを目指します。分配金は、各月の最終ファンド
営業日に登録されている受益者に対し、毎月10日（該当日がファンド営業日でない場合には翌ファンド営
業日）から5ファンド営業日以内に支払われます。



― 9 ―

参考情報

※課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出した
ものです。

※ファンドの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその1年前における課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格を
対比して、その騰落率を算出したものです。

※代表的な資産クラスの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を
算出したものです。

※ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの
平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。

※ファンドの課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の１口当たり純資産価格およびそれに
基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基にFC 
インベストメント・リミテッドが作成

ファンドの課税前分配金再投資換算1口当たり
純資産価格・年間騰落率の推移

2017年2月～2022年1月の5年間におけるファンドの課税前
分配金再投資換算1口当たり純資産価格（各月末時点）と、
年間騰落率（各月末時点）の推移を示したものです。

ファンドと代表的な資産クラスとの
年間騰落率の比較

このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較
できるように作成したもので、左のグラフと同じ期間における
年間騰落率（各月末時点）の平均と振れ幅を、ファンドと
代表的な資産クラスとの間で比較したものです。
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○各資産クラスの指数
日 本 株…TOPIX（配当込み）
先進国株…FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）
新興国株…S&P 新興国総合指数
日本国債…ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債…FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債…FTSE新興国市場国債指数（円ベース）

（注）S&P 新興国総合指数は、Bloomberg L.P.が円換算しています。

TOPIX（東証株価指数）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先進国株価指数（除く日本、円ベース）、FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）およびFTSE新興国市場国債指数（円ベース）に
関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE 
International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange 
Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負い
ません。
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ファンドデータ

項　目 第16期末
純資産総額 169,994,768円
発行済口数 48,401口

1口当たり純資産価格 3,512円

第16期
販売口数 買戻口数 発行済口数

400 6,038 48,401
（400） （6,038） （48,401）

（注）  （ 　）の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。

・資産別配分　　　　　　　　　　　 ・国／地域別配分　　　　　　　　　 ・通貨別配分

（注）組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。

0.03％
その他の資産
および負債

5.99％

その他の資産
および負債

5.99％

その他の資産
および負債

5.99％

株式
94.01％

香港
94.01％

香港ドル
94.01％

ファンドの組入資産の内容� （第16期末現在）

・組入上位資産
（組入銘柄数：20銘柄）

上位10銘柄 業種 組入比率
Wuxi AppTec Co., Ltd. H Shares 医薬品 8.67％
Meituan Class B 小売 7.78％
Tencent Holdings Limited ソフトウェア・サービス 7.48％
Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd 医薬品 7.21％
AIA Group Limited 保険 6.44％
BYD Company Limited H Shares 自動車 6.22％
Tsingtao Brewery Co., Ltd. H Shares 飲料 5.20％
ANTA Sports Products Limited アパレル 5.01％
Country Garden Services 不動産 4.72％
China Mengniu Dairy Company Limited 食品 4.70％

（注）組入比率は財務諸表中に表示された純資産総額に対する各組入資産の評価額の割合です。以下、円グラフについても同様です。

純資産等

FC�Tトラスト�－�海通�－�アイザワ�好配当利回り中国株ファンド


