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レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役副社長
ひふみワールド＋　ファンドマネージャー

湯浅 光裕

＜プロフィール＞
ロスチャイルド・アセット・マネジメント、ガート
モア・アセットマネジメントを経て、2003年
レオス・キャピタルワークス創業。取締役就任。
新興企業・成長企業への調査・投資経験、ロング・
ショート戦略に代表されるヘッジファンド運用
経験が長く、国内外の資産運用業界についての
理解も深い。足で稼ぐ運用を世界へ

わたしたちは、個人のお客様に提供する投資信託をはじめ、企業年金基金から海外の

政府系ファンドまで、さまざまなお客様の資産運用に尽力してまいりました。

創業時から世界中の株式に投資できるような商品をつくりたいという想いがあり、

運用調査体制の強化に取り組んだ結果、海外企業の調査においても、より多くの重要な

人物に会い、より質の高い情報を得られるようになりました。徹底的に人に会い、足で

稼いで成長企業を発掘する「ひふみ」流の投資を、世界のフィールドで実践しております。

我々のチームには、長く海外企業を調査してきたメンバーを含め、さまざまなバックグラ

ウンドを持つアナリストがいます。日本の会社に精通しているアナリストが、世界の会社

にも自分の足で訪れて、両者を比較しながら、調査していきます。また、そのナマの情報

をお客様にもしっかりとお伝えして、安心して、そして楽しくお付き合いいただけるよう、

努めてまいります。

「世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう」というのが、ひふみワールド＋のコンセプト

です。お客様にもぜひ、一緒に世界を旅する仲間になっていただければ嬉しいです。

ファンドマネージャーからのご挨拶

レオス・キャピタルワークス会社概要
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

社名

設立
本社所在地

資本金
事業内容

役職員数
運用資産

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
130 名（2023 年 2月末現在）
11,388 億円 　運用助言含む（2023 年２月末現在）
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世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう
ひふみワールド＋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。

※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。　
※当該銘柄への投資を推奨、勧誘するものではありません。
※写真はイメージです。

テトラ・テック
TETRA TECH, INC（TTEK）

水と再生エネルギー関連を得意とする環境コンサルティン
グや、エンジニアリングサービスを提供する会社です。
1966年に米軍向け水質管理や沿岸調査向けに設立され
ました。そのビジネスは連邦・州政府案件が多く、それら
は長期契約とメンテナンス業務により収益安定性が高
く、政府によるインフラ整備政策の追い風を受けること、
また環境改善への貢献も評価しています。

パワースクール･ホールディングス
PowerSchool Holdings, Inc.（PWSC）

学校運営の事務から学生情報の管理までを一元化でき
る、クラウド上のアプリケーションを提供する会社です。
アメリカの学校現場にもまだまだ非効率な事務業務が数
多く残っていますが、同社のアプリケーションの導入によ
り、効率的な学校運営の実現に繋がっています。先生の
事務作業も軽減されることで、生徒とのコミュニケーション
機会の増加や、先生の労働環境の改善も期待されます。

ビックリ！の一例 ① ビックリ！の一例 ②

シニア・ファンドマネージャー

八尾 尚志
やつお ひさし

シニア・ファンドマネージャー

高橋 亮
たかはし りょう
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ひふみワールド＋　3 つの特長

世界にあふれる
ビックリ！を
みつけにいこう

ひふみシリーズのブランドメッセージは、「次のゆたかさの、まんなかへ」です。

ひふみが皆様にとって、一人ひとり夢や希望へ向かっていく「まんなか」のチカラ
になれますように。そして、会社と皆様をつなぐ役割としても、ひふみが「まんなか」
になり、社会を元気にしていけますように。そんな想いが込められています。

シンボルマークにはひふみと読める漢字「一二三」の文字を使い、鼓動や躍動感を
思わせるデザインに。ロゴにも採用したグラデーションカラーは、ひふみが大切に
している価値観を意図しています。

ひふみ ブランドコンセプト

ブランドコンセプト
詳細はこちら

特長2　　守りながらふやす運用に挑戦します

基準価額の上下動に伴うお客様のハラハラ、ドキドキ感をできるだけ軽減し、かつ着

実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用に挑戦します。

特長3　　顔が見える運用

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。

特長1　　海外の成長企業に投資します

お客様からお預かりした資産を、海外の成長企業に投資することでお客様の長期的

な資産形成を応援するとともに、日本の未来に貢献します。

※これより先はレオス・キャピタルワークス
　のWebサイトになります
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（出所）FactSet 掲載情報に基づきレオス・キャピタルワークス作成（2007 年1 月末～2023年2月末）
※米ドルベース。12 ヶ月先予想EPS はBloombergコンセンサス。MSCI ACWI ex Japanは、1987年12月末を100とした値。
※MSCI ACWI ex JAPAN（全世界株式除く日本）は、米ドルベースです。MSCI ACWI ex JAPAN は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国、新興国の株式を対象として算出している
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。
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ひふみワールド＋

特長 海外の成長企業に投資します１
EPSを重視した成長企業への投資
株価はEPS×PERで表され、EPSが成長すると株価は大きくなります。長期で見ると
EPSと株価は一致するため、成長企業をポートフォリオに組み入れることで株価上昇
が期待できます。

当社では、１株あたりの利益（EPS）を企業の経営者や従業員の「情熱」「工夫」
「頑張り」と捉えており、短期的な市場や人気など（PER）に左右されず、本質的
な力を持っているかを見極める際の重要な指標と考えています。

21 22 23
（年）

2007 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

予想EPSとMSCI ACWI ex Japan（全世界株式 除く日本）の推移

＝ ×

1株あたり利益 株価収益率

株価

EPS
●情熱
●工夫 
●頑張り

PER
●人気
●金利
●為替
●市況

12ヶ月先予想 EPS （右軸）
MSCI ACWI ex Japan （全世界株式除く日本）（左軸）
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ハーシー
THE HERSHEY CO（HSY）

フェラーリ
FERRARI NV（RACE）

ハーシーの魅力は美味しいチョコレートだけでは
ありません。創始者のミルトン・ハーシー氏は社
会貢献活動にも積極的に取り組みました。恵ま
れない子どもたちに教育の場を与えるための学
校を創設し、多くの子どもたちが成長できる機会
をつくりました。学校の運営のために基金も設立
し、ハーシー社の利益の一部がこの基金へ送ら
れています。値上げをしてもお客さまから変わら
ず愛されるブランドである理由は、購入したお金
が世の中を良くするために使われていることがわ
かるからだと知り、それが非常に印象的でした。

エンツォ・フェラーリにより1947年に設立されまし
た。フェラーリの設計・製造・販売を手掛け、今
もなおマラネッロとモデナでの少量生産に拘わ
り、同社が運営するF1レーシングチームのスクー
デリア・フェラーリはF1史上最も成功したチーム
とされています。昨年9月に発売された初のSUV
モデル「プロサングエ」は数年先まで完売してい
ます。その歴史が生み出す卓越したイノベーショ
ンとそのスタイリングが構築するイメージが、単な
る自動車メーカーの範疇を超えてラグジュアリー
ブランドとして成立している点を高く評価しています。

米国の大手菓子メーカーです。「ハーシーズ」、「リーセス」、「キス」等のブランド
のチョコレートや砂糖菓子を製造しています。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です。

高級スポーツカーの設計・製造・販売を手掛けるイタリアの自動車メーカーです。
高単価・少量生産のニッチラグジュアリーブランドであり、個別の顧客ニーズに
合わせたカスタマイズ製造が特徴的です。景気後退局面でも超富裕層のニーズ
は底堅く推移しています。

ファンドマネージャー

湯浅  光裕
みつひろゆあさ

シニア・ファンドマネージャー

八尾  尚志
ひさしやつお

※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～2023年3月末、現地通貨。EPSは四半期の実績を表示、ただし2023年3月はBloombergコンセンサス予想。
※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。
※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。

成長企業への投資事例
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ひふみワールド＋では、お客様に安心して長期保有していただける投資信託を目指しています。同じリターンを上げたとしても、
価格変動の幅を示すリスクが高い商品（金融商品A）ではなく、よりリスクを抑えた商品（金融商品B）を目指し、基準価額の
変動によるお客様のハラハラ、ドキドキ感を少しでも軽減することに挑戦しています。

値動きが小さい
（リスクが低い傾向）

値動きが大きい
（リスクが高い傾向）

ハラハラ、ドキドキ感を少しでも軽減する

※上記はイメージ図であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

価
格

時間

リスクとは「結果が不確実であること」を意味します。具体的には、リターン(収益)の振れ幅のことを指します。 危険という意味ではありません。

振れ幅
小さい
振れ幅
小さい

ハラハラ、ドキドキを軽減しつつ、
着実なリターンを目指しています！

金融商品A

金融商品B

※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。 0606

振れ幅
大きい

ひふみワールド＋

特長２ 「守りながらふやす運用」に挑戦します
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リターンはより高く、リスクはより小さく

運用実績 資産配分比率などの状況

3,000億円

2,500億円

2,000億円

1,500億円

1,000億円

500億円

0億円
'19/12/13
（設定日）

'20/10/06 '21/07/21 '22/05/13 '23/02/28
(年/月日)

18,000円

16,000円

14,000円

12,000円

10,000円

8,000円

6,000円

1ヵ月

3.36%

3ヵ月

1.99%

6ヵ月

2.79%

1年

5.00%

3年

57.50%

設定来

47.83%ひふみワールド＋

運用成績

基準価額等の推移（日次） ひふみワールドマザーファンドの状況

組み入れ上位10カ国比率
アメリカ
中国
ドイツ
スイス
イタリア
台湾
フランス
アイルランド
オランダ
オーストラリア

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

67.12%
4.85%
4.79%
3.86%
2.46%
2.17%
1.99%
1.86%
1.61%
1.53%

純資産総額
組み入れ銘柄数 

2,816.87億円
144銘柄

組み入れ上位10業種比率
ソフトウェア・サービス
資本財
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
食品・飲料・タバコ
小売
耐久消費財・アパレル
メディア・娯楽
消費者サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19.57%
11.16%
9.93%
9.48%
7.55%
4.87%
4.79%
4.74%
4.49%
3.91%

資産配分比率
海外株式
現金等
合計

96.54%
3.46%

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

31.46%
43.94%
18.75%
2.38%

14,783円ひふみ
ワールド＋
基準価額
（左軸）

純資産
総額
（右軸）

ひふみワールド＋では、高いリターンを狙える成長企業を発掘しながら、リスクをなるべく小さくできるように銘柄や業種の分散にも
注意してポートフォリオを構築しています。

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
※「ひふみワールド＋」は、ひふみワールドマザーファンド（親投資信託）を通じて実質的に株式へ投資しています。
※「純資産総額」は100万円未満を切捨てで表示しています。※「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。
※「資産配分比率」「時価総額別比率」「組み入れ上位10カ国比率」「組み入れ上位10業種比率」は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。
※「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。※「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。
※「組み入れ上位10業種比率」は株式における上位業種を表示し、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おります。

2023年2月末時点
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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。さまざまな情報発信で、大切なお金をお預かりしている
運用メンバーの顔が見える機会を多くご用意しています。

運用責任者より当社運用ファンドの運用状況のご報告をするとともに、
今後の経済や株式相場などの見通しについてご説明いたします。
※ひふみワールド＋についてはマザーファンドである「ひふみワールドマザーファンド」
の運用状況についてご説明いたします。当社 YouTube 公式チャンネルにて動画配信
され、過去の動画も閲覧が可能となっています。

ひふみアカデミー（月次運用報告会） 毎月更新

毎月、運用状況ならびに、市場環境の見通しについてコメントを掲載しております。
また、トピックを用意して運用メンバーの多様な考えや価値観をお届けします。
新しい視点の一助となれば幸いです。

月次レポート（月次運用報告書） 毎月更新

お客様への運用のご報告会として、年に一度開催しております。運用者より１年間を
どのように運用したか、これからの戦略についてお伝えいたします。

ひふみアニュアルミーティング

その他さまざまなコンテンツをご用意しております。当社公式HP、YouTubeチャンネル
をぜひご覧ください。

ひふみワールド＋

特長 顔が見える運用３

SNSひふみワールド＋　商品サイト

※これより先はレオス・キャピタルワークス
　のWebサイトになります

※これより先はYouTube
　のサイトになります

ひふみ運用メンバー

株式戦略部

やすとささき
佐々木 靖人

ウェイ・シャンシャン
韋 珊珊渡邉 庄太

しょうたわたなべ

藤野 英人
ふじの ひでと

最高投資責任者（CIO）
ひふみの運用統括

ひさしやつお
八尾 尚志

りょうたかはし
高橋 亮

まさなおせのお
妹尾 昌直

しんたろうおおしろ
大城 真太郎

まことないとう
内藤 誠

はるきもりやま
森山 治紀

※未来戦略部と兼任
松本 凌佳

りょうがまつもと

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

経済調査室

かずひろみやけ
三宅 一弘

ゆういちはしもと
橋本 裕一

債券戦略部 未来戦略部

みつひろゆあさ
湯浅 光裕

たいすけおかだ
岡田 泰輔

みつおふくむろ
福室 光生

としのぶちば
千葉 俊信 本間 雄揮

ゆうきほんま



レオス・キャピタルワークス【投資信託「ひふみ」公式】

運用状況や市況、経済などをわかりやすく解説したり、当社
のさまざまなセミナーなどを配信しているチャンネルです。

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。

毎月開催される月次運用
報告会の模様を配信。
※ひふみワールド＋について
はマザーファンドである「ひ
ふみワールドマザーファンド」
の運用状況についてご説明い
たします。

毎営業日、当社のトレー
ディング部よりその日の
市況について解説。

隔週更新で経済調査室長
の三宅が直近マーケット
の振り返りと今後のマー
ケットの注目点を解説。

ひふみアカデミー レオスの市況解説 三宅の目

お金や投資について幅広く発信中

YouTubeチャンネル
お金のまなびば！
YouTubeチャンネル

動画のご視聴はこちら動画のご視聴はこちら

※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。 0909

「老後2,000万円問題」、コロナ禍での投資熱の高まりなど、今投資に対して多く
の人たちの目が注がれています。しかし、海外と比べて日本はお金について勉強
する機会が少なく、「投資」に対して良いイメージを抱いていない人が多いのも事
実です。このチャンネルでは、お金や投資、経済に対する疑問・考え方について、
さまざまなゲストをお迎えして対談したり、掘り下げて考える動画を配信してい
ます。

※これより先はYouTube
　のサイトになります

※これより先はYouTube
　のサイトになります



ひふみワールド＋には、リサーチ、ディスカッション、ポートフォリオ構築、モニタリングの４つの運用プロセスがあります。
４つのプロセスを常に循環させることで、特長である「海外の成長企業に投資をする」こと、「守りながらふやす運用に挑戦する」
ことに取り組んでいます。

アナリストが自由に企業を
調査します

特長を支える運用プロセス

リサーチ

ポートフォリオ全体の
監視をします

モニタリング

調査結果を運用チームで
議論します

ディスカッション

ファンドマネージャーが
ポートフォリオを構築します

ポートフォリオ
構築

1 2

4 3

※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。 1010



※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。 1111

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。
コロナ禍では積極的に電話取材やWebミーティングなどを活用した調査を行なってきましたが、現地
取材も再開しています。現地で直接企業を取材できる環境が復活したことで、取材先の熱意や実際の
雰囲気を体感することができています。また、それまでのWeb取材で得られた情報をもとに取材を
進めることで、さらに深みのあるディスカッションが可能となりました。

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。

アナリストの一日

足で稼いだ情報で成長企業を発掘

Web取材では現地時間に合わせ、深夜に
取材が入ることもあります。海外出張では
1日2社～3社訪問することが多く、長期
目線で、結果が出せる企業群を中心に、
まずビジネスモデルやマネジメントなどに
ついて調べた上でスケジュールを組むよう
にしています。スケジュールが合えば競合
企業にも取材に行きます。

シニア・ファンドマネージャー

韋 珊珊
シャンシャンウェイ

ヒトの可能性に着目する定性調査

現場の声ビジョン

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

世界各国の成長企業を
発掘

現地の
友人と会食

8:00 8:30 9:30 11:30 12:30 17:30 21:00 22:000:00 24:00

8:00 8:30 12:3011:30 18:00 21:000:00 24:00

睡眠、
自由時間

企業取材
準備

アジアや
欧州地域の取材

睡眠、
自由時間

睡眠、
自由時間

移動、
企業取材、
見学

移動、企業取材、見学 睡眠、
自由時間

ニュース確認 運用本部朝会
お昼休み

ニュース確認 お昼休み

家族との時間

米国企業取材

web取材時

海外出張時



アメリカのヘルスケアの全体で重要な役割を果たす民間の保険会社を調べていたところ、アメリカの医療コスト全体
を削減するために、日帰り外来手術センターでの手術件数が増加していることを知りました。日帰り外来手術について
も調査を行なったところ、外来手術施設を運営するサージェリー・パートナーズ（Surgery Partners）は、小売企業
のように手術施設の「出店」の加速、手術件数･単価の改善が着実にできており成長の確度が高いと感じ、同銘柄の
推奨に至りました。

保険会社を
調査してみよう！

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。

Q. 調査事例を教えて下さい。

こういう業態が
成長しているんだ！

日帰り
外来手術センターを
調査してみよう！

気づき・発見 調査対象の拡充興味関心

セクターを横断的に
調査した結果、

成長企業を発掘

※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。 1212

※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。　
※当該銘柄への投資を推奨、勧誘するものではありません。

独自のリサーチ体制で成長企業を発掘
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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。

※コロナ禍はWEBミーティングを利用しています。

運用本部
株式戦略部

シニア・アナリスト

妹尾  昌直
まさなおせのお

2020年4月に経済調査室に異動してから朝会に
参加していますが、朝会はカジュアルな雰囲気で、
運用調査歴の浅い若手メンバーも自由に意見を
出すことができます。
世の中の動きを分析するには歴史や文化など、
経済と直接関係しない分野も考慮しなければい
けませんが、朝会では経済から少し離れたこと
でも議題に上がります。
朝会の幅広い議論を通じて、運用メンバー同士
が刺激を受け、それぞれの調査分析の質を高め
ています。

運用本部
経済調査室

マーケットエコノミスト

橋本  裕一
ゆういちはしもと

ディスカッションを通して視点を深める

当社の運用メンバーは毎朝開催される朝会に出席しており、さまざま
な話題についてディスカッションを行ないます。

さまざま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。



※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。 1414

ひふみワールド＋はさまざまな業種・規模の会社に分散投資をしながらポートフォリオを構築しています。
特定のテーマに集中投資をした場合、テーマが好調の時は市場で大きく勝てますが、不調の時は価格
変動リスクを抑えることが難しいのです。
一方、分散投資をすることで、あるテーマの価格が市場全体で落ち込んだとしても、ポートフォリオ全
体で価格変動のリスクをカバーすることができます。例えば、IT企業など成長企業の王道のような銘柄
から、地味で地道に収益をあげる銘柄まで、さまざまな価値観を組み入れることで、“変化に強いファ
ンド” を目指しています。

ひふみの「火風水土心」哲学
「ひふみ投信」という商品名の隠れた由来に
「火風水土心」があります。
古代ギリシャ時代から、万物は火・風・水・
土という4元素から成り立っているという思
想があります。
そこに人間の「心」を足して世界となす、
というようなオリジナルのフレームワークで、
ひふみの銘柄選択、ポートフォリオの価値
観を表しているのです。

火 土

風 水

心 土

心

火

風

水

攻め　勢いのある成長企業

変化　トレンド、テーマ性のある企業

守り　ディフェンシブ、割安株

安定　地味で地道、地方の中小型株

銘柄選択の根本思想であり、
公明正大に事業を行なっている
会社かどうかを見定めること
（ESGやSDGsの概念も含まれる）

打たれ強いポートフォリオの構築



リスクの認識 ポートフォリオの穴探し ポートフォリオの穴埋め

「法律の改正が起こったときはどうなる？」「政権交代したら」などコントロール
不可能なリスクを想定し、どのような状況になっても対応できるポートフォリオ
を作るために穴を探します。穴が見つかれば新しい銘柄を入れたり、保有銘柄の
比率を変えたりして対応しています。

「価格変動リスク」「カントリーリス
ク」などポートフォリオに影響があ
りそうな外的なリスクをファンドマ
ネージャーが認識します。

ポートフォリオをモニタリングし、
リスクに対する脆弱性の発見をします。

ポートフォリオのモニタリングで
見つかった脆弱性に対応します。
この作業を繰り返すことで、外的
リスクに打たれ強いポートフォリ
オを構築していきます。

※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。 1515

ファンドマネージャー

湯浅 光裕
ゆあさ みつひろ

ポートフォリオのモニタリング
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ファンド情報 当資料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を考慮して

いません。

期間：設定日（2019年12月13日）～2023年2月末
※MSCI ACWI ex JAPAN（配当込み）はBloombergのデータを基に作成しております。
※MSCI ACWI ex JAPANは当ファンドのベンチマーク（運用する際に目標とする基準）ではありませんが、参考として記載しています。なお、MSCI ACWI ex JAPANは配当込みで、米ドルベースです。
※為替レートは一般社団法人投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。

ひふみワールド＋設定来運用実績・純資産総額

基準価額等の推移（日次）

MSCI ACWI ex JAPAN(配当込み)(米ドルベース)の推移
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米ドル／円の推移
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ユーロ／円の推移
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香港ドル／円の推移
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2,000億円
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1,000億円

500億円

0億円

18,000円

16,000円

14,000円
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10,000円

8,000円

6,000円
'19/12/13
（設定日）

'20/10/06 '21/07/21 '22/05/13 '23/02/28
(年/月日)

ひふみ
ワールド＋
基準価額
（左軸）

14,783円

円安

円高

円安

円高

円安

円高

ひふみワールド＋の運用状況

基準価額 14,783円 

純資産総額 2,173.57億円

純資産
総額

（右軸）
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銘柄名

1

フィナンシエール・リシュモン
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA

国

スイス スイス・フラン 2.65%耐久消費財・アパレル

パロアルト・ネットワークス
PALO ALTO NETWORKS, INC. アメリカ 米ドル 2.55%ソフトウェア・サービス

モトローラ・ソリューションズ
MOTOROLA SOLUTIONS, INC アメリカ 米ドル 2.53%テクノロジー・ハードウェアおよび機器

フェラーリ
FERRARI NV イタリア 米ドル 2.46%自動車・自動車部品

テトラ・テック
TETRA TECH, INC アメリカ 米ドル 2.34%商業・専門サービス

通貨 業種 組入比率
銘柄紹介

スイスの高級宝飾・時計ブランド。カルティエ、ヴァンクリーフ＆アーペルやピアジェ、
A.ランゲ＆ゾーネ、オフィチーネ・パネライ、IWC、ボーム＆メルシエなどのブランドを展開。
景気に左右されにくい顧客構成が強み。

ネットワークをサイバー攻撃から保護するセキュリティプラットフォームを手掛ける。顧客
はグローバル企業、政府公共機関、医療機関などの大手が中心だが、最近は買収を
積極的に行ないSMB（中堅・中小企業）市場の開拓を拡大中。

総合電子通信機器メーカー。データのキャプチャー、無線、バーコード・スキャン、無線
ブロードバンドネットワークを開発。公共の安全や政府向け製品も製造。

高級スポーツカーを設計・製造。高単価・少量生産のニッチラグジュアリーブランド。
個別の顧客ニーズに合わせたカスタマイズ製造が特徴的。景気後退局面でも超富裕層の
ニーズは底堅く推移。

経営コンサルティングとエンジニアリングサービスを提供する企業で、事業内容は主に水、
環境、インフラ、資源管理、エネルギー、および国際開発サービスに注力。世界各地の政府・
法人向けを顧客として事業を展開している。

2

3

4

5

当資料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を考慮して

いません。

銘柄紹介（2023年2月末時点の組入比率1～10位）

※2023年2月末現在　※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。

銘柄名

6

インテュイット
INTUIT INC

国

アメリカ 米ドル 2.11%ソフトウェア・サービス

ポルシェ
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG ドイツ ユーロ 2.03%自動車・自動車部品

オラクル
ORACLE CORPORATION アメリカ 米ドル 2.01%ソフトウェア・サービス

マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION アメリカ 米ドル 1.99%ソフトウェア・サービス

アクセンチュア
ACCENTURE PLC アイルランド 米ドル 1.86%ソフトウェア・サービス

通貨 業種 組入比率
銘柄紹介

SMB（中堅・中小企業）や個人、プロ（会計士や税理士など）向けに業務用会計ソフ
トを開発・提供する。この数年はクラウド型ビジネスへの移行にリソースを集中し大きく
業績基盤を拡大してきている。2020年12月にはフィンテック企業Credit Karmaを買収し、
さらにビジネス版図を拡大し成長機会の拡大に拍車をかけている。

高級スポーツカーを設計・製造。大手自動車グループフォルクスワーゲン社の傘下にあっ
たが、2022年9月に独立・上場。フェラーリやランボルギーニなどの超高級・ニッチラグジュ
アリーブランドと比較すると若干低単価・大量生産というポジショニング。台当たり単価
に加え車両数量を通じた成長を目指す。

世界的なデータベース管理やERP等のソフトウェア開発企業。企業や政府のデータベース
や基幹システム市場において高いシェアを有する。M&Aも積極的に手掛けながら事業拡大
を行なっている。

「地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする」とい
うミッションを掲げる世界最大のソフトウェア会社。働き方改革やIoT社会の実現に向け、
PCを動かす基本ソフト（OS）の世界シェア首位の同社がカギを握る。

コンサルティングサービス会社。経営・技術に関するコンサルティングサービスおよび
ソリューションを提供。世界中の各業種を対象とした特殊技術とソリューションに従事。
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・｢ひふみワールド＋」は、マザーファンドを通じて株式など値動きのある証券（外国の
証券には為替リスクもあります。）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

価格変動リスク

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。

為替変動リスク 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。

カントリーリスク
（エマージング市場
に関わるリスク）

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。

流 動 性 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、当該有価証券等を期待する
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。

信 用 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。

※基準価額の変動要因（投資リスク）は上記に限定されるものではありません。

■ 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。

当資料のお取扱いにおけるご注意

・「ひふみワールド＋」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。

・投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が
生じた場合などには、「ひふみワールド＋」の基準価額に影響を及ぼす場合があります。

その他の留意点

投資リスクについて
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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 期 間 無期限（2019 年 12月13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。

決 算 日 毎年 2月15日（休業日の場合には、翌営業日）

収 益 分 配

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。

購 入 価 額 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）

換 金 単 位 1口以上 1口単位

換 金 価 額 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 代 金 換金申込受付日から起算して 5 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 制 限
「ひふみワールド＋」の残高、市場の流動性の状況等によっては、委託会社（レオス・キャピタル
ワークス株式会社）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。

購 入 単 位
100 円以上 1円単位 *または 100 口以上 1口単位
＊購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて100円以上
1円単位でご購入いただけます。

購入・換金申込
受 付 の 中 止
お よ び 取 消

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その他やむを得ない事情等がある
ときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた購入・換金のお
申込みの受付けを取り消す場合があります。

繰 上 償 還

課 税 関 係

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。

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。

購入・換金申込
受 付 不 可 日

ニューヨーク証券取引所または香港証券取引所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。

申込締切時間 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。）

お客様に直接的にご負担いただく費用

購入時手数料

信託財産留保額 ありません。

※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。

運用管理費用
（信 託 報 酬）

信託財産の純資産総額に対して下記に記載の年率を乗じて得た額。
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「ひふみワールド＋」の信託財産から支払われます。また、ひふみワールド＋は、純資産総額
が一定金額に達すると、一定金額を超えた部分に対して信託報酬が逓減される仕組みとなって
います。
運用管理費用の配分（上段は年率、下段は税抜年率です。）

監 査 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。

そ の 他
費 用・手 数 料

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 （それにかかる消費税）、先物取引・オプ
ション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、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。

純資産総額

5,000億円まで 0.8030%
（0.7300%）

0.8030%
（0.7300%）

0.0220%
（0.0200%）

1.6280%
（1.4800%）

5,000億円を
超える部分

0.7480%
（0.6800%）

0.7480%
（0.6800%）

0.0220%
（0.0200%）

1.5180%
（1.3800%）

1兆円を
超える部分

0.6655%
（0.6050%）

0.6655%
（0.6050%）

0.0220%
（0.0200%）

1.3530%
（1.2300%）

委託会社 販売会社 受託会社
（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）

（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）

（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）

合計

購入時手数料の額は、購入金額*に下記の購入時手数料率を乗じて得た額とします。
＊購入金額＝（申込受付日の翌営業日の基準価額／１万口）×購入口数

※購入時手数料は、当該購入時手数料（税抜）にかかる消費税および地方消費税10％に相当する
金額を加算した場合の料率を表記しております。
（ご参考）
〈口数指定で購入する場合〉
例えば、基準価額10,000円の時に100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
　購入金額＝（10,000円／ 1万口）×100万口＝100万円
　購入時手数料＝購入金額（100万円）×3.30％（税込）＝33,000円
となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万3,000円をお支払いいただくこととなります。
〈金額指定で購入する場合〉
購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるよう購入口数
を計算します。
例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手数料（税込）
をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額とはなりません。

購入金額
2,000万円未満の場合
2,000万円以上5,000万円未満の場合
5,000万円以上1億円未満の場合
1億円以上5億円未満の場合
5億円以上の場合

購入時手数料率
3.30％（税抜3.0％）
2.20％（税抜2.0％）
1.65％（税抜1.5％）
1.10％（税抜1.0％）
0.55％（税抜0.5％）

お申込みメモ（※大和証券でお申込みの場合） ファンドの費用（※大和証券でお申込みの場合）




