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ハリス・アソシエイツ社のバリュー株投資の魅力について 

～～ ハリス社ファンドマネジャー「ロバート・テイラー氏」セミナー要旨 ～～ 

2011 年 3月 7日（月）、東京都内で、 

ハリス・アソシエイツ社のファンドマネジャーである 

ロバート・テイラー氏によるセミナーを開催致しました。 

ハリス社の運用哲学から、グローバルな市場動向まで、幅広い講演内容となりました。 

 

こんにちは。皆様、本日はお集まり頂きまして、

誠にありがとうございます。私はハリス・アソシエ

イツ社のロバート・テイラーと申します。 

ハリス社と朝日ライフ アセットマネジメントは
長期にわたり良好な関係を築いており、今月で 11
年目となります。両社のビジネスが長期に続いてい

ますことを、ハリス社としましても感謝しておりま

す。 

 
～ ハリス社の投資哲学とは ～ 

ハリス社が長期的に良好なパフォーマンスを上げ

ていますのは、やはり我々の投資哲学によるものだ

と考えています。最初に、投資哲学についてご説明

させて頂きます。 

我々はバリュー投資を行っています。バリュー投

資と言いましても、人によって様々な意味合いがあ

ると思います。ハリスにとってのバリューとは、単

に株価が割安というだけでなく、良いクオリティの

事業を提供出来るかということが重要です。 
ハリス社が考える企業のクオリティとは、新規の

参入障壁が高いビジネスであるか、フリーキャッシ

ュフローを生み出す力があるか、あるいは資本に対

する収益率が高いかといったことなどを意味してい

ます。 
経営陣の質が高いかということも、非常に重要で

あり、経営陣が会社のオーナーとして企業経営にあ

たっているかという点を重視しています。直接会社

の株を保有し資本参加をしているか、経営陣の報酬

が会社の業績と直接連動する報酬であるかなど、企

業業績の向上がオーナーとして、また経営者として

の利害に一致しているかを判断しています。 
このように、割安であるということに加えてクオ

リティを吟味することによって、他のバリュー投資

家との差別化が図られ、バリュートラップ（バリュ
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投資哲学

私たちは、長期間に優れたパフォーマンスは、質の良

い企業に、その企業のオーナーとして、企業価値と比較

して著しく低い価格で投資してこそ実現できると信じて

います。
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ーの罠）を避けることが出来ると考えています。株

価水準は安いが経営者も悪い、あるいは参入障壁が

低いとなると、投資することは出来ないと判断する

ことになります。 
 
～ 投資アイデア ～ 

質と割安という両面を持った銘柄としまして、２

例の投資アイデアをご紹介したいと思います。 

 
最初の投資アイデアは、ホルシムというスイスに

本社のあるセメントの会社です。グローバルでの建

設活動の回復の遅れから、株価は低迷していました。

米国と欧州で景気刺激策として期待された政府支出

が具体化されず、世界的にセメント業界の株価が低

迷していたのが 2010 年第 3 四半期頃のことです。
ハリス社では、セメント業界にかなり前から注目し

ていました。フリーキャッシュフローの創出力が高

いこと、それぞれのローカル市場において独占状態

にあること、株主に対する還元率が非常に高いとい

ったことなどからです。 
セメント業界ではかなりの統合再編成が行われた

ため、セメント需要がピーク時から 30～50％下落し
たにもかかわらず、セメント価格は 10％しか下落し
ませんでした。セメント業界全体としては、以前と

比べかなり収益率が上がる状況になっていました。

加えて、他のセメントメーカーが財務的に厳しい状

況のなか、ホルシムは非常に健全な財務状態にあり

ました。景気回復期にセメントの生産力を増強しよ

うとしても、他社では財務的に予算が取れないとい

う状況でしたが、ホルシムは健全な財務状態で生産

力の増強も可能であることに注目したわけです。ま

た、ホルシムはスイスの取引所に上場しており、ス

イスの取引所によりガバナンスと透明性は充分にチ

ェックができます。 
ホルシムは収益の 70％をエマージングマーケッ
ト、主にインドで稼いでおり、非常に急速に成長す

るインド市場の恩恵を受けることが出来る状況です。

こういった非常に力強い収益源がありながら、株価

は PBR1倍、PER15倍、配当利回り 2％程度と、フ
ェアバリューに対して 60％の株価という割安な値
段で買入れをすることが出来ました。 

 
次の投資アイデアとしまして、マスターカードを

ご紹介したいと思います。皆様もご存知の米国のカ

ード会社です。このマスターカードは、以前から組

み入れたいと考えていた銘柄ですが、株価水準がか

なり割高でなかなか買入れることが出来ませんでし

た。しかしながら、最近になりまして米国でドッド・

フランク法（金融規制改革法）が議会を通過し、デ

ビットカードの手数料が制限されることから、カー

ド業界全体の株価がかなり低迷したという状況が投

資機会となりました。マスターカードにもデビット

カード事業があり ドッド・フランク法によってマイ
ナスの影響を受けますが、デビットカードの収益は

全体の 15％に過ぎません。残りの 85％はクレジッ
トカード事業であり、それも米国以外がかなりの部
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• 需要が急回復する可能性は低下した。しかし、後退期に行ったコスト削減により、需要が過去のピーク時に戻らなくて
も利益率は過去のピークに戻ることができる。

• 業界再編は利益をもたらしている。 セメント需要はピークから30-50%低い状況だが、価格の低下は10％以下にとど
まっており、再編がより合理的な価格設定をもたらしていることを表している。

• ハリス社の予測では、EBITの67%はエマージング市場から稼ぎ出すことになるであろう。

• 供給の伸びは2012年に大幅に鈍化する見込み。 競合他社はバランスシート上債務が拡大しており、市場に新たな
供給余力をもたらす能力には限界があろう。

Holcim
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ホルシム
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• 紙幣から電子決済への移行の恩恵 (現在、55%が紙幣決済)を受けるであろう。

• 真似のできない広範囲な世界的支払いネットワーク (23,000の金融機関と数百万の加盟店)を誇る。

• 手数料の論争は誇張されている。 85%のビジネスが二桁成長しており、米国のデビットカード事業は15%を占めるに
過ぎない。

• 収益成長率 +15%、営業利益率 +40%、ROC +40%、EPS成長率 +20%、FCFは収益の30%。
ネットワーク効果と規模の経済により持続可能である。

MasterCard
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分を占めており、ドッド・フランク法によるマイナ

スの影響は非常に限定的なものであろうと判断しま

した。現在、金銭取引の 55％がまだ実際のお金で決
済されており、まだまだカード事業の拡大余地が見

込まれる状況です。クレジットカードからスマート

フォン等の決済に移行してもマスターカードなどは

恩恵を受けると判断しました。 
マスターカードでは、カードを使って 100ドル支
払われるたびに、20セントの収入が同社に入ります。
取引件数が今後増えていけば、マスターカードの収

益は上昇する可能性が非常に高くなります。カード

ビジネスというのは、インフラが必要で固定費用が

一定のため、取引件数が多くなれば収益が急激に増

加することが期待できるビジネスです。営業利益率

が 27％から 40％になりましたが、業界第 1 位のビ
ザの営業利益率が 55％を上回ることから考えても、
40％になってもまだ営業利益率が上がる余地があ
ると思います。ドッド・フランク法によるデビット

カード事業への懸念で株価が低迷したところを、次

年度の利益に対して PER13 倍、営業利益の 8 倍と
いったかなり割安な水準で購入することが出来まし

た。 
現在株価はフェアバリューに対して 58％であり、
株主にとって非常に魅力的な投資であると考えてい

ます。 
 
～ 市場環境について ～ 

ハリス社では、ボトムアップの銘柄選択でポート

フォリオを構築していますが、やはりマクロ経済の

影響も無視することは出来ません。これから若干の

お時間を取りまして、マーケット全体のマクロの環

境についてお話をさせていただければと思っており

ます。 
景気回復基調は継続していますし、企業のバラン

スシートの状況もしっかりしています。Ｍ＆Ａがか

なり見られていることも株価水準が割安な状況にあ

るということを示唆しています。全体的な市場環境

としては、かなり力強いと見ておりますし、IMF（国
際通貨基金）の予測ですと世界の経済成長率（GDP）
が 4.4％という予測が出ています。現在、原油等の
商品価格が上昇し景気に対する悪影響が懸念されて

いますが、IMFの予測では現在の水準で年末まで推
移したとしても、GDP に対する影響はマイナス
0.2％に留まると見ています。4.4％から若干下振れ
て 4.2％になったとしても、この 20年間の経済成長
率である 3～3.5％のレンジを超える 4％強の経済成
長率が見込まれるという予測になっています。底値

からは株価水準がかなり上昇してきておりますが、

依然としてバリューのある割安な銘柄があると考え

ております。例外はエマージングマーケットと天然

資源関連株で、これらはかなり割高な状況です。現

在、投資家の関心はマクロ経済に焦点が当てられて

おり、常にマクロのトレンドを追うという動きが見

られていますが、マクロの動きの中で見過ごされた

ミクロの魅力のある銘柄を拾うことが充分可能であ

ると考えています。 
 

HARRIS ASSOCIATES L.P.

市場動向

• 経済は成長し、勢いを増していると見ている。 企業収益はほとんどのセクターで堅調に回復
しており、バランスシートの改善も進んでいる。M&Aも活発で、企業は自信を深め、この機に
便乗しようとしているようだ。現時点ではインフレが主たるリスクとは考えていない。

• 株式投資の環境は良好に見え、バリュエーションは依然として魅力的な水準に見える。ハリ
ス社では、バリュー投資の機会は世界中にあると考えているが、エマージング市場と天然資
源株はやや割高な水準にあると見ている。

• マクロ面での不確実性はいたるところにある（欧州の債務・通貨問題、増大する財政赤字、
新たな金融規制の他さまざまな法制など）が、ハリス社では、これらの問題への取り組みが
進むにつれ、企業の収益性の改善は重要な基礎をもたらすものと考えている。

見通し
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次にバリュエーションのグラフを御覧頂きたいと

思います。これがＰrice to Value でポートフォリオ
のフェアバリューと比べた株価水準を表しています。

長期的なトレンドとして過去 10 年間では約 65～
70％の水準で推移しています。 
金融危機の真っ只中で株価が最も下がった 2009

年 3月に、ポートフォリオのフェアバリューに対し
て 40％という最も割安な水準になりました。その後、
かなり株価が戻していますが、それでも現在、フェ

アバリューに対して約 55～60％となっております
ので長期的なトレンドに比べますとまだまだ割安な

状況が続いています。 
 

ここ数年はエマージングマーケットにほとんど投

資せずに、非常に良いリターンを上げることができ

ました。エマージングマーケットはかなり割高な水

準だと考えてきましたが、やっと一般の投資家も気

付いてきたようです。現在、資金流出入の動きを見

ますと、エマージングマーケットからかなりの資金

が流出している状況になっています。直近のエマー

ジングマーケットは、年初来もさることながら、こ

の 6ヶ月を見ましてもかなり他の市場をアンダーパ
フォームしています。我々はリサーチの 25％をエマ
ージングマーケットに向けています。97 年、98 年
はエマージングマーケットへの期待から投資額の

25％程を振り分けていました。最近の株価の調整は
我々にとっては好ましい状況です。しかしながら、

エマージングマーケットには、政治の不安定さやコ

ーポレートガバナンスの問題があります。例えば、

中国の三大企業であるペトロチャイナ、中国銀行、

チャイナモバイルでは、約 70％が国の保有分であり
コーポレートガバナンスの問題が残っています。加

えて、インフレによる影響は先進国では大きくあり

ませんが、エマージングマーケットでは大きな問題

となっています。エマージングマーケットは政治的

に非常に不安定で、新聞等で毎日のようにこういっ

た写真を目にします。タイのクーデターの問題、石

油資産の国営化の問題等、まだまだ不安定要素がい

ろいろあります。追加的なリスクを上回る充分なリ

ターンが見込めない限り、エマージングマーケット

の持分を増やすには慎重な姿勢を維持しています。 
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バリュエーション

S E C  T  I O N   IV 2

Asahi NVEST Global Value
Price-to-Value (Quarterly)
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資金流入の動き

Source : CNNMoney – Fe bruary  15,  2011
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エマージング市場：130億ドル流出
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エマージング市場 –不安定
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上図のように食品価格指数が上昇してきています。

世界的な需要の増加と天候不順による供給減が、食

品価格の高騰に拍車をかけています。 
消費支出に占める食品の割合は先進国である北米

では全体の 1 割ほどですが、新興国の場合は 28％、
インドでは支出のうち 50％を占めています。 
原油価格高騰の影響を分析したエコノミストに依

りますと、世帯支出のうち石油及びガスの占める割

合が、米国では 9％であるのに対し、インド、イン
ドネシア、マレーシアでは 15％となっています。従
いまして、エマージングマーケットのインフレ率が

5％または 10％という水準まで高まってきているの
です。 

米国のインフレ率は 1999年以降では約 2.5％近辺
で推移しています。米国では依然デフレ懸念が強く

バーナンキ FRB議長はデフレ対策を継続しており、
インフレ率は非常に低い数字となっています。米国

では消費支出のうち約 7割がサービス支出であり、

そのサービス支出の価格は横ばいか下落傾向にあり

ます。米国等の先進国では、インフレは懸念材料に

ならないと考えています。もっとも、懸念が全くな

いわけではありませんが、ここ数年間で FRB は資
産の買い取りを行い、通常なら 1兆ドル程度である
総資産が、2.5 兆ドルレベルにまで増えています。
インフレ率が高騰してきた際には、こういった資産

を売却するという対応を取ることができます。 
 

次に、アセットクラス別の資金フローをご覧頂き

ますと、買うべき時に売って、売るべき時に買うと

いう、本来すべき行動の逆を行っていることがおわ

かり頂けると思います。 
景気回復に対する懸念、欧州のソブリン危機、失

業率の上昇等の懸念材料がある時こそ、本来であれ

ば割安な株に投資すべき時期ですが、逆に株式を手

離して債券に資金を投じた投資家が多かったことを

このグラフは物語っています。 

HARRIS ASSOCIATES L.P.
Source:  Food a nd Agric ul tu ral  Orga ni za ti on of the  United Nat ions - Februa ry 03 , 2011

グローバル市場
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資金のフロー

Source : 2011 Morningst ar, Inc
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アセットクラス別資金フロー
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Source:  Morni ngsta r, Fe bruary 16,  2011

グローバル市場
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消費者支出のうち、食料支出の割合
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Macroグローバル市場

Source:  Internat ional Monet ary Fund, Worl d Economic Out look Da ta ba se, October 2010
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Q. 投資アイデアの説明でご紹介のあったホルシム
とマスターカードは、現在も保有している銘柄なの

ですか。それとも既に売却した銘柄なのですか。 

質疑応答 

2011 年になって株式ファンドへの資金流入が見
られますが、2009年と 2010年の株式市場が大きく
上昇した時期を逃してしまったということになりま

す。 
依然として金利は低い水準であり、債券ファンド

にはかなりの資金が残っています。債券ファンドは

リスクが低いと見られていますが、今後金利が上昇

すると当然に債券価格は下落しますので、債券ファ

ンドが全く安全であるとは言えないと思います。 
先ほどお見せしたように、我々のファンドはまだ

価格的に割安な状況にありますので、債券から株式

へ資金を移動するのに、まだ遅すぎるということは

ないと見ています。 
 
～ アクティブマネージャー ～ 

アクティブマネージャーが必ずしもインデックス

を上回っていない、なぜアウトパフォームしないア

クティブマネージャーに高い手数料を支払わなけれ

ばならないのか、といった声を聞くことがあります。 
資金フローを見ましても、パッシブファンドや

ETFへの資金流入が多い状況が続いています。 
確かに 2008 年の状況を見ますと、アクティブフ

ァンドとパッシブファンドの相関がかなり高くなっ

ていました。しかし、2009 年、2010 年でアクティ
ブマネージャーは、手数料を充分に上回るリターン

をお返しすることができています。 
 
 

～ なぜハリス・アソシエイツ社なのか ～ 

なぜ朝日ライフ アセットマネジメントのファン
ドなのか、間接的には、なぜハリス・アソシエイツ

社のファンドなのか、ということでございます。ハ

リス社は、経験豊かな運用プロフェッショナルによ

る安定した組織であり、1976年の会社設立以降、ず
っと同じ投資哲学で投資を続けてきたという経緯が

あります。 
加えて、一貫性のある厳格な投資プロセスを貫い

てきたということで、短期、中期、長期、どの期間

をとりましても、市場平均を上回るパフォーマンス

を出してきたという実績がございます。 
 
ご静聴有難うございました。ご質問を頂戴したい

と思います。 

 
 

A. 両銘柄とも 2010年第 3、第 4四半期に買い入れ
を始めまして、そのまま売らずに保有しています。

また、ファンドへの資金流入がありますので、その

分買い増しをしています。我々のファンドの回転率

は年間平均 20～30％であり、平均保有期間は通常 3
年から 5年となっています。 
ホルシムに関しましては買い始めたのが 2010 年

10月 29日だったと思いますが、その当時 62スイス
フランで買い始めまして今は 69 スイスフランにな
っています。今の評価はフェアバリューに対して

60％と見ていますので、まだ 40％の上昇余地がある
と見ています。 



 

－7－ 

朝日ライフ アセットマネジメント 

Q. 割安に放置されている株は、どのような景気
サイクルや株式市場の状況において多く見られる

のですか。 

Q. エマージングマーケットについては政情が
不安定、コーポレートガバナンスへの懸念がある

とのことでした。ブラジル、中国、インド、イン

ドネシアはエマージングの中では相対的に政情

やコーポレートガバナンスが良い方ではないで

しょうか。インフレへの対応も始めており、足元

の経済指標を見ても実際に引き締めの効果が効

いていると思います。引き締めの最初の局面では

アンダーパフォームとなりますが、このあたりで

は買いやすい時期に入ってきているのではない

かと思うのですが、まだ早いのでしょうか。 

バリュー株が多く放置される状況としては、ビジ

ネスサイクルもありますが、やはり市場心理が非常

に冷えこんでいる時ということが言えます。現在は

失業率が高く、経済成長率はトレンドを下回り、政

府債務も大きい状況ですが、これが改善し明るい経

済指標が出るまで待つと遅いということになります。

2009 年 3 月のように最も悲観主義が市場を席巻し
た時、恐怖感が最大になった時こそ買いの好機であ

り、割安銘柄が見つかる時期である言えます。 
朝日Nvestバリュー型外国株マザーファンドは大

型株だけでなく中小型株にも投資するファンドです。

2000年の設定ですが 2004年までは大型株がかなり
割高だったため、この時期は中小型株に投資するこ

とで良いリターンを出すことが出来ました。 
2000年3月は ITバブルのピークの時期でしたが、
ファンドの 65％を米国内へ投資していました。当時
S&P500の PER が約 30倍程度で、景気サイクルか
ら見ても天井といった状況でしたが、それにも関わ

らず素晴らしいパフォーマンスとなったのは、割高

であった IT関連、マスコミ、メディア、電気通信等
を避けて、いわゆるオールドエコノミーの中小型株

に投資をしたためです。 
2009 年、2010 年は逆に景気が底を打つ局面で、

市場に恐怖感が蔓延していましたが、そういう状況

でも割安な銘柄を組入れることが出来ました。2000
年には上昇を続ける IT 株を持たないことへの恐怖
から IT株が買い上げられましたが、我々はむしろ割
安な中小型株に投資をしました。現在のように再び

景気後退に陥るのではないかといった恐怖から株に

投資出来ない時にも、我々は割安な銘柄を見つけて

株に投資を行っています。 
また、2004年から 2007年は、市場が過熱気味で
も冷え過ぎでもないという市場感でした。その時期

にもアウトパフォームが出来ましたのも、やはりバ

リュー株に投資を行ったからです。ですから 2000
年のような過熱気味の時、ここ 2～3 年の冷え過ぎ
の時だけでなく、双方どちらでもないという場合に

もこの戦略を使いますときちんと成績を出せるとい

うことを示しています。 
 
 
 

それらの国々では、我々が求めているクオリティ

のあるバリューは無いという状況です。例えば中国

では、国の持分が多くほぼ国営企業のような企業も

あり、コーポレートガバナンスの問題もありますの

で、現在の水準からかなり割安にならないと買い入

れられないと考えています。 
中国にヘンナガンというかなり優良な会社があり、

日本のユニチャームと同じような生活用品を作って

います。 
中国市場はかなり調整が入り一時よりは安くなっ

ていますが、指数の 25％は金融銘柄と不動産銘柄で
占められています。不動産はかなり割高な水準であ

り、金融銘柄には国の介入がかなりありますので、

これらには関心がありません。 
ヘンナガンは、コーポレートガバナンスが非常に

しっかりとしており、紙おむつや女性用ケア商品な

ど今後の中国で伸びる成長商品を持つ非常に魅力的

な会社ではありますが、PER23倍では高すぎると考
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Q. マクロとミクロの両面の視点があり、長期
的にはミクロのバリュエーションが重要である

との話がありました。 
ファンドの保有銘柄を見ますと、スイスやドイ

ツがオーバーウエイトであるのに対し、スペイン

やイタリアは組入れが少ない状況です。当面の状

況ではマクロの影響が大きいという判断がある

のでしょうか。 

えています。もう少し安くなれば投資対象に入って

くると思います。インドには例えばユニリーバ・イ

ンド、ネスレ・インディアといったかなり良い会社

もあります。インド市場の平均の PERは 18倍位で
すが、これらの会社の株価は実際は 30 倍位の価格
で割高な状況です。インドにはウィプロという IT
業務のアウトソース企業があり、現在約 20 倍から
25 倍で取引されています。同社のビジネスは 75％
がアメリカやヨーロッパ企業向けであり、実際は先

進国経済の影響を受けることになります。先進国の

エクスポージャーを取るのに 20倍、25倍はとても
払えません。 
一方で、ネスレ・インディアではなく、ネスレの

スイス本社を買うことは出来ます。スイスの本社は

インドの子会社を完全連結しており、16倍で買うこ
とが出来ます。ネスレの収益の 40％は、エマージン
グマーケットで成り立っており、バリューという観

点からは、ネスレ・インディアではなく、ネスレの

スイスの本社の方がずっとバリュー的な価値が高い

ということになります。 
ただ、エマージングマーケットは株価水準に調整

が入っており、我々もリサーチを継続的に続けてい

ます。リスクに対して充分なリターンが期待出来る

状況になれば、当然注目して買い入れを行うことに

なります。 
 
 

A.組入れ銘柄についてのご質問ですが、これはバリ
ュー銘柄を探した結果、こういう組入れになったと

いうことに過ぎません。クレディ・スイスなどはた

またまスイスの会社ではありますが、欧州全体で事

業を行っております。先ほどご紹介したホルシムも、

70％の事業はエマージングマーケットにあり、本社
と国籍がどこにあるかということと、事業の収益力、

経済的な牽引力がどこにあるかということは必ずし

も一致しないという状況であると思います。 
 タイコ・エレクトロニクスという会社はスイスに

本社がありますが、もともとはアメリカの会社でし

た。実効税率がスイスの方が安いことから、アメリ

カからスイスに本社を移しました。事業は本社を移

す前と変わりませんので、どの国に本社があるとい

うことと事業実体とは関係が無いと考えています。 
 サンタンデール銀行は、南欧のソブリン危機から

スペインへの懸念が高まったために、割安になり買

い入れることが出来た銘柄です。同社の中身を見て

みますと、ポルトガルとスペインからの利益は全体

の 25％に過ぎず、南米が 35％、イギリスが 30％と、
事業内容を見ますと世界的に多角化し、地理的にも

分散した企業です。ただスペインに本社があるとい

うことで、株価が不当に割安になり買い入れること

が出来ました。 
我々の運用は、バリューを追い求めていくという

ことですので、全くインデックス等とは関係なく投

資を行います。インデックスと同じウエイトになっ

たとしても、それは偶然であり、バリューのある銘

柄を積上げた結果に過ぎません。 
 2007 年には、コモディティ価格が上昇するので、
石油ガス、鉱業、金属等に投資をすべきだと一般的

には言われていました。我々はそれらの価格が必ず

しも経済実態を表しておらず、割高であると考えて

いました。 
 リーマンショック後は生活必需品あるいは電力、

電気通信、公益など予測可能な事業を持っていて、

理解し易いところに投資すべきだと一般的には言わ

れていましたが、ハリス社の見方は全くそれとは違

うものでした。当然いろいろな人が注目すれば株価

もそれに引きずられて上がるわけです。そうします

とバリューを目指す我々としては、当然魅力度合い
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も低くなるということになります。 
 リーマンショック後は、景気回復がいつになるか

わからず、工業株、一般消費財あるいは IT関係等に
は不確実性があるということで、避けられたセクタ

ーがあったわけです。 
 企業価値は、将来期待されるキャッシュフローを

現在価値に割り引いたものになります。それを現在

の株価と比較して割安かどうか判断します。例えば

カルティエブランドを持つリシュモンという会社は、

短期的に見ればぜいたく品の需要は厳しいとの見方

で株価は低迷しましたが、5 年というスパンで見ま
すとやはりカルティエを欲しがる人は多いだろうと

考えられます。リシュモンに関しましてはかなり割

安になった水準で買い入れを行いました。 
我々のファンドの資産配分は、国別配分もセクタ

ー配分もバリュー銘柄をボトムアップで積上げた結

果であって、インデックスを意識することは無いと

ご理解いただけたらと思います。 
 スイスに関しましては、ジュリアス・ベア、クレ

ディ・スイス、UBS が上位 3 銘柄ですが、この 3
つに共通するテーマはプライベートバンク事業を有

しているということです。 
 このプライベートバンク事業の妙味といいますの

は、資産がかなり安定しているということで、富裕

層から年間 4～6％のネットインフローとして継続
して入るということがあげられます。 
 また、ブラジル、シンガポール、香港などからも

かなりの資金流入があり、こういった国々でも富裕

層による事業が拡大しています。 
 新規の資金が 5％流入し、債券や株のリターンが
平均 5％とすると、毎年 10％の資産成長が見込める
ビジネスであるということになります。 
 プライベートバンク事業は資産運用ビジネスと同

様に初期に一定の固定費用が掛かりますが、追加の

資金に対するコストは低くなり、固定費用の部分を

越えますとかなり収益幅が大きくなります。加えて、

短期間で流出しない資金のクライアント層を持って

おり、運用報酬や手数料等も高いことから非常に収

益性の高いビジネスであるということがいえます。 

 二桁で成長するビジネスで、資本収益率が 30～
40％であり、顧客が固定されて囲い込まれているに
も関わらず、相場が不確実であることからジュリア

ス・ベアは PER13 倍、クレディ・スイスは 8 倍の
水準まで割安になり、我々の投資基準に合致するこ

とになりました。 
 この 3社がたまたまスイスに本社があることで、
ポートフォリオに占める割合が 9％程度になります。
これはたまたまであって、例えば本社がブラジルや

シンガポールであっても、こういう内容を持つ会社

であれば投資が可能になりますので、スイスという

国を配慮したのでありません。 

 我々のポートフォリオ構築は、インデックスの構

成比に影響されることなく、株価水準とクオリティ、

経営陣の質などを判断して、積上げていくという手

法をとっています。 
 ハリス社の場合、逆張り戦略をとるわけですが、

一例として日本株を含むグローバルファンドについ

てご紹介します。このグローバルファンドは、21％
を日本株に投資しています。日本株に関しては投資

してもお金が死ぬだけだ、バリュートラップに陥る、

景気も最悪だ、財政赤字が大きいなどと言われるわ

けですが、そういったものは全てマクロ的な見方で

す。企業レベルではファンダメンタルズに変化が見

られており、それらを評価して投資をしています。

日本企業の ROEは 2000年には 2％でしたが、2007
年には 10％と 5倍になっています。日本以外の諸外
国は ROE が 10％のレベルから 15％へと 50％増で
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すから、ROEの伸び率では日本の方が非常に優れた
素晴らしい結果を出していると言えます。 
 特に一株当り利益 EPSは、99年、2000年から今
日までを見ますと、どの先進諸国と比べても日本の

伸び率が最も大きいという数字が出ています。 
 この理由としまして、円高にも関わらず、企業の

経営者が過剰資本を株主に還元し、コストを削減し、

終身雇用にこだわらない経営を行うなど、より株主

還元を念頭に置いた経営を行っているというのが大

きいわけです。 
 例えばトヨタ、キヤノン、ローム、ヒロセ電機等

を保有していますが、これらの企業は日本にたまた

ま本社があるだけで、グローバルにビジネス展開し

ており、日本のマクロ経済の影響だけを受けるわけ

ではありません。非常に素晴らしい優秀な経営を発

揮している企業であると言えます。 
 日本のマクロ経済状況は良く理解しています。そ

れを理解したうえで、企業や経営陣の質を考えます

と、ファンドの 21％を日本に振り分けても充分安心
して、納得できると考えています。インデックス構

成比 10％の約 2倍の組入れとなりますが、それでも
充分株価が下がった分、バリューとクオリティがあ

ると判断しています。 
 スイスに対する配分が大きくなっていますのも、

スイス本社の会社にバリューがあるという判断を積

上げた結果でありますので、必ずしもスイス経済が

良いとか、その他の国の経済が不安であるからとい

うことで判断したものではありません。 
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■投資信託に係るリスクについて 

 

■投資信託に係る手数料等について 

 

 

 

投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資

元金が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動

等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下

回ることもあります。 

又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、

投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあた

っては投資信託説明書（交付目論見書）をよくご覧ください。 

[ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。] 

■申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限 5.25％（税抜 5.0％） 

■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保額 上限 0.3％ 

■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用  

…… 信託報酬 上限 1.9425％（税抜 1.85％） 

■その他の費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。 

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。 

 

《ご注意》 

 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定して

おります。費用の料率等につきましては、朝日ライフ アセットマネジメントが運用するすべ

ての投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、最高の料率を記載しております。投資

信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる

際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 301 号

（社）投資信託協会会員/（社）日本証券投資顧問業協会会員

 

1103097 


