
Savings Plan 定期儲蓄 Aggressive 進取型 Jan-19

 CURRENT ASSET ALLOCATION  現時点資産分布
Risk Rating^ Risk Rating^リスク リスク

Franklin India Fund 15.0% 6 Franklin India Fund 15.0% 6フランクリン・インド フランクリン・インド
Schroder China Opportunities Fund 15.0% 5 Schroder China Opportunities Fund 15.0% 5シュローダー中国オポチュニティ シュローダー中国オポチュニティ
JPMorgan ASEAN Fund 10.0% 4 JPMorgan ASEAN Fund 10.0% 4JPモルガン・アセアン JPモルガン・アセアン
*All holdings refer to the underlying funds of Linked Long Term Insurance Policy.

*全て投資リンク保険で保有するファンド。
Portfolio Riskポートフォリオリスクポートフォリオリスクポートフォリオリスクポートフォリオリスク 5

Acc Unit Geographical Breakdown 地域分布 Acc Unit Asset Allocation 資産分布
RISK MEASURES リスク測定：：：：

1 Mth YTD 1 Yr 2 Yr 5 Yr
Since

Launch Return Volatility Portfolio Benchmark

1個月 年初至今 1年 2年 5年 成立至今 収収収収益益益益 リスクリスクリスクリスク ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ  指標
Saving Plan(Net of fee) 月投組合(除費用後) 6.0% 6.0% -13.6% 12.3% 26.8% 767.0% 4.9% 12.3%

Benchmark 基準 (Weighted Average加權比重) 7.0% 7.0% -10.6% 12.9% 16.8% 147.2% 3.2% 10.9% Alpha (α) アルファ 0.76% N.A.

Beta (β  ) ベータ 0.84 N.A.

Calendar Month Performance (Net of Fees)  月別収益(費用差引後)¹ Max. Monthly Gain 単月最大上昇 27.11% 11.55%年度年度年度年度 一月一月一月一月 二月二月二月二月 三月三月三月三月 四月四月四月四月 五月五月五月五月 六月六月六月六月 七月七月七月七月 八月八月八月八月 九月九月九月九月 十月十月十月十月 十一月十一月十一月十一月 十二月十二月十二月十二月 通年通年通年通年 Max. Monthly Loss 単月最大下落 -15.41% -20.13%

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Full Year % of Up-Month 上昇月比率 63.36% 56.47%

2012 7.2% 6.7% -1.0% -0.9% -9.4% 2.7% 0.9% 1.8% 4.5% -0.9% 2.2% 2.3% 14.63% R² 相関性 40.34% N.A.

2013 5.0% 0.1% 1.2% 3.2% 0.8% -3.8% 4.1% -1.5% 5.6% 3.5% 1.8% 0.8% 20.59% Correlation 相関性 66.49%

2014 -2.7% 4.9% -2.0% -2.7% 3.0% 3.1% 0.3% 1.2% -3.5% 3.1% 1.5% -1.8% 3.78%

2015 1.4% 3.8% 1.0% 4.3% 1.0% -2.5% -2.3% -7.1% -3.2% 8.3% -1.1% -1.6% 1.08%

2016 -9.5% -2.3% 8.6% 0.4% 0.4% -0.8% 5.2% 2.4% 0.0% -2.6% -2.7% 0.5% -1.36%

2017 5.7% 2.5% 2.5% 1.9% 2.2% -0.3% 4.1% 1.2% -0.1% 2.6% 1.0% 3.1% 29.81%

2018 6.1% -4.3% -2.7% 1.0% -0.6% -2.8% 1.0% -2.2% -1.6% -7.1% 2.2% -2.8% -13.59%

2019 6.0%

Source Data: Bloomberg (Peroid: From 09-1999 to 01-2019)數據來源：彭博通訊社 (由 09-1999至 01-2019)

 RISK / RETURN PERFORMANCE リスク / リターンHypothetical growth of US$1000 monthly savings (net of fees)毎毎毎毎月1000米月1000米月1000米月1000米ドルドルドルドル積立積立積立積立のののの場合場合場合場合 (費用差引後)

                                                                  Please see reverse for additional information  如欲獲取更多資訊，請參閱下一頁                                                                 Internal Use Only 只供內部使用

New Money Allocation新規分配新規分配新規分配新規分配 Weight比重Top Holdings*     主要投資項目主要投資項目主要投資項目主要投資項目*

Cumulative Performance in USD 米ドル建累積収益 5 Year Annualized

 5 年年率年年率年年率年年率
Old Money Fund Holdings既存投資信託既存投資信託既存投資信託既存投資信託 Weight比重
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Annualized Vol. 年度化波幅
Saving Plan(Net of fee) 月投組合(除費用後) Benchmark 基準 (Weighted Average加權比重)

Benchmark - World Equity Benchmark - World Bond

Benchmark - Emerging Markets Equity

風險風險風險風險回報回報回報回報

1) Service Objective 投資目的:

•  Seeks a high level of total return consistent with its 

asset allocation until the target maturity year as chosen ; 

thereafter, the fund will seek total return through a 

combination of current income, high liquidity, and capital 

appreciation. The asset allocation will change over time.お客様の償還予定日まで高いトータル・リターンを得るためのアセット・アロケーションを組みます。次に収益、流動性、値上り益の組合せでトータル・リターンを考えます。アセット・アロケーションは常に変わります。
2) Strategy ストラテジー:

• Aims to provide a more diversified approach to meet a 

host of different future financial commitments - such as 

retirement and pre-retirement funding, school or 

university fees and any other lifecycle events お客様の年金、年金準備、学資など人生のステージでの様々な経済的ニーズに合う、より分散されたアプローチを取ります。
• Exposure to a mix of cash, fixed income, equity, 

commodity and alternative assets キャッシュ、債券、株式、商品、ヘッジファンドに投資します。
• The allocation to these assets is automatically adjusted 

over time where the equity exposure is higher when the 

time to maturity is longer償還期間までの期間が長い場合、株式への投資が多くなりますが、この比率は自動的に調整されます。
3) Maturity Target 想定償還時期 :

• Do not intend to redeem a significant portion of asset in 

the next 10 years主たる資産の償還が10年以内と仮定します。
4) Portfolio benchmark ベンチマーク :

• Comprises of 30% of MSCI World Index and 50% of MSCI 

EM Index. 20% JPMorgan Global Aggregate Unhedged. 

MSCI ワールドインデックス30％、MSCI 新興市場インデックス50％、JPモルガン世界債券インデックス20％
5) For Policyholders Who 対象となるお客様 :

• Seek an one-stop solution of participating in a 

diversified portfolio with an asset mix that tailor to 

different life-cycle risk levels and outperform the 

benchmark in the long-term.人生のサイクルによりリスク寛容度が変わり、長期的にベンチマークを上回る分散されたテーラーメードのポートフォリオをワン・ストップで保有したいと考えるお客様向けです。
6) Portfolio managed by team of Professionalsポートフォリオはプロフェッショナル・7)Portfolio 

Information ポートフォリオ情報:

Inception Date : 01/09/1999運用開始日：1999年09月01日
•  Performace prior to 2009 are represented by model 

portfolios of  various risk levels provided by "Net Funds" 

www.NetFund.com.hk, an independent online 

information provider setup by Noble Apex Advisors Ltd.                                                それぞれのリスクレベルでの2009年以前のパーフォーマンスはノーブル・エーペックス・アドバイザー社が設立したオンラインでの情報提供会社NETファンド
www.NetFund.com.hkのモデルポートフォリオとなっています。

•  Performance since 2009 are derived from model 

portfolios investing in "Underlying Funds" of "Investment 

Link Assurance Scheme (ILAS). Portfolio return is 

determined with reference to the fluctuation of the 

performance of the "underlying funds".

2009年以降のパーフォーマンスは投資リンク保険（ILAS）のファンドに投資したモデルポートフォリオです。ポートフォリオの利益は投資したファンドのパーフォーマンスによります。
Note 注:

1. Not all policy fees are reflected. Performance is net of 

ICPcharge and plan fee only.  ポリシーに関わる全ての費用が反映されているわけではありません。 初期口座費用とプラン費用のみが費用として計上されています。
2. Cumulative Performance is  calculated using IRR 

method, to better reflect the regular premium 

contributions.定期積立をより反映させるために、IRR法を使って累積パーフォーマンスを計算しています。
^ Risk Ratings リスク・レート: 

1= Least Risky;     6 = Most Risky

1 = リスク最低; 6 = リスク最高

ELTIC GLOBAL LIMITED

ILAS Value-Added Service - Monthly Report RL 360 Regular
RL 360 定期拠出型資本定期拠出型資本定期拠出型資本定期拠出型資本



MARKET OUTLOOK  市場展望市場展望市場展望市場展望

ELTIC GLOBAL LIMITED

                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　          　Tel 電話 : (852) 2230 1000  Fax 傳真 : (852) 2230 1099                          　　　　                   　 Internal Use Only 只供內部使用

ELTIC GLOBAL LIMITED

ILAS Value-Added Service - Monthly Report投資投資投資投資リンクリンクリンクリンク保険保険保険保険-月次報告月次報告月次報告月次報告 RL 360 Regular

RL 360 定期拠出型資本定期拠出型資本定期拠出型資本定期拠出型資本
(For Existing Clients Only 既存顧客既存顧客既存顧客既存顧客のみのみのみのみ)

IMPORTANT RISK CONSIDERATIONS:リスクに対する重要な注意:

Understanding the risks in  "Underlying Funds" will help 

you make an informed decision that suits your risk 

tolerance and preferences.「投資対象投資信託」に対するリスクを理解することがご自身のリスク寛容度や選好を知ることになります。
Due to the fee and charge structure of the plans, unit 

prices and returns of the "Underlying Funds" under the 

plans will be different from those of their original funds. 

Returns of the "Underlying Funds" may be lower than 

those of the original funds.プランの費用と支払方法によりプランの「投資対象投資信託」の価格と運用益は元の投資信託と違うことがあります。「投資対象投資信託」のリターンが元の投資信託のリターンより低い場合があります。
Each asset choice will involve different risks. Portfolio may 

not achieve its objective and/or you could lose money.それぞれのアセットには違ったリスクが伴います。ポリシーのポートフォリオが目的を達成できず、お客様が損失を受けることがあります。
Please consult with personal advisers and also see the 

offering document, prospectus of the "Underlying Funds" 

and related risk considerations. 「投資対象投資信託」とそのリスクについてはアドバイザーに相談するか、目論見書をご参照下さい。
Unit prices may go down as well as up. Investment 

involves risks. Past performance is not indicative of future 

performance.投資信託の価格は上がることもあれば下がることもあります。投資にはリスクが伴います。過去のパーフォーマンスは将来のパーフォーマンスを示すものではありません。
This monthly report or any part thereof may not be 

reprinted, sold or redistributed without the offical 

consent of Noble Apex Wealth Ltd.ノーブル・エーペックス・ウエルス社の正式な合意なしに、この月報の一部または全ての再印刷、販売、再配布を禁じます。
Disclaimer 免責事項:

Past performance is no guarantee of future results. 

Returns assume the reinvestment of dividends.  It is not 

possible to invest directly in an index.過去のパーフォーマンスは将来の結果への保証とはなりません。リターンは配当の再投資を前提としています。インデックスに対して直接投資することは不可能です。
Information contained in this document is given in good 

faith and is derived from sources believed to be accurate 

and reliable. Noble Apex Wealth Limited, its member 

companies, employees and officers do not give any 

warranty of reliability or accuracy of the information 

contained in the document and do not accept any 

responsibility arising in any way including by reason of 

negligence or errors or omissions herein. This document 

has not been reviewed by the Securities and Futures 

Commission (“SFC”). It does not constitute the 

distribution of any information or the making of any offer 

or solicitation by anyone in any jurisdiction in which such 

distribution or offer is not authorized to any person of 

whom it is unlawful to distribute such information or 

making such an offer or solicitation. Charges of the 

Investment Link Assurance Policy (ILAS) plan have not 

been taken into full account. この書類上の情報は誠実に、正確で信頼できると信じる情報源をもとにしています。ノーブル・エーペックス・ウエルス社及びそのグループ会社、従業員はこの書類上の情報に対する信頼度や精度についていかなる保証もしません。また過失、誤字脱漏に対して、いかなる責任もありません。この書類は香港証券先物委員会（SFC）の評価を受けていません。情報の配布、提供、勧誘が禁止或いは承認されていない者からのいかなる地域での情報の配布、提供、勧誘が禁止或いは承認されていない者からのいかなる地域での情報の配布、提供、勧誘が禁止或いは承認されていない者からのいかなる地域での情報の配布、提供、勧誘はできません。貯蓄プランに対する全ての費用が反映されているわけではありません。

US 米国米国米国米国 (Neutral 中立中立中立中立)

As expected, the Fed maintained the current federal funds target range at 2.25%-2.50%; however, the committee’s assessment of the path for 

future rake hikes may be interpreted as more dovish than expected. On the balance sheet, the Fed announced that there will be no adjustment 

to current pace of unwinding, but the Committee highlighted that they are actively assessing its market impact, as well as the technical factors in 

managing its assets against its liabilities. We expect the Fed to maintain a more cautious approach through 2019. The announcement increased 

the possibility that the Fed does not raise rates this year unless some of the current economic uncertainties clear up by the second half of 2019.予想通りFedは現在のフェデラル・ファンド目標を2.25%から2.50%に維持した。しかし委員会は将来の利上げに対しては期待以上にハト派的なため、利上げの中断があるかもしれない。バランスシートに対してはFedは現在の縮小のペースを変更することはないと宣言しているが、市場に対する影響及び資産と負債の管理の技術的要因を積極的に調査すると述べている。2019年、Fedはより慎重な対応を維持すると予想する。この発表により、Fedは2019年後半までに現在の経済に対する不確定要素が解消されない限り利上げはないとの可能性が高まっている。
Europe 欧州欧州欧州欧州 (Neutral 中立中立中立中立)

Growth was disappointing in 2018. Temporary negative factors, such as tension over trade and political risks, played a role. Growth forecast of 

Eurozone for 2019 was lowered further from 1.5% to 1.2%. Brexit also dragged down confidence and investment. It is very uncertain as to 

whether the UK Parliament will ratify the withdrawal agreement reached with the EU in November. There are many possible outcomes, 

including postponing Brexit to well after 29 March. While an agreement was reached on the Italian budget, France saw major social unrest in Q4. 

Political risk will remain high in 2019.

2018年の経済成長は失望の結果となっている。貿易摩擦、政治リスクなどの一時的なマイナス要因が市場を支配している。2019年のユーロ圏の経済成長予想は1.5%から1.2%に下方修正されている。英国のEU離脱も投資家の信頼を下げている。11月にEUと合意した離脱案に対して英国議会が承認するかどうかが危うくなっている。離脱が3月29日以降となる可能性も浮上している。第4四半期はイタリアで予算が成立し、フランスは社会が不安定となっている。2019年の政治リスクは高いままである。
Asiaアジアアジアアジアアジア(Overweight 強気強気強気強気)

Japan’s economy is gradually improving under a stable domestic policy environment. We don’t expect the BOJ to change its current scale of 

buying, and it is definitely too early to worry about the potential impact of the central banks holdings being unwound. Besides, Philippine GDP 

has remained stable at 6.0% YoY, growing less than expected, while South Korea surprised on the upside. Overall, domestic demand is proving to 

be more resilient than external demand. While investors seem destined to live with higher levels of external risks, especially on trade, some of 

the domestic risks have receded in recent quarters and we should therefore have more conviction in our view of Asian equity market valuations.日本経済は安定した国内政治環境で徐々に改善を見せている。日銀が現在の規模での資産購入を変更することは予想しておらず、また政策変更に対する影響についての懸念は時期尚早である。またフィリピンのGDPは前年同期比6.0%で予想以下となっているが、韓国は予想外の上昇となっている。全体的に見て国外に比べて国内需要が堅調である。投資家は特に貿易を巡る対外的なリスクが高まっているがその一方で国内リスクは減っており、アジア株式が割安であることに確信を深めている。
Emerging Markets新興国新興国新興国新興国 (Overweight 強気強気強気強気)

Another round of U.S.-China trade negotiations did not yield a major breakthrough but U.S. officials are expected to be engaging in another 

round of discussions in China in February. Comments on both sides are generally upbeat, raising expectations that further escalation in tariffs is 

less likely. In china, economic growth for the 4Q decelerated to 6.4% and the latest Purchasing Managers’ Index figure fell further, promoting 

speculation that Chinese authorities would need to step up economic stimulus. Valuations for China are quite inexpensive and seem to discount 

a very negative scenario. After many months of negative earnings momentum, we start to see some signs of bottoming in terms of revisions.米国と中国との貿易交渉は大きな進展はなかったが、米国政府高官は2月に再交渉があることを期待している。両方の政府からのコメントは好意的で、さらなる関税の引上げの可能性は低い。中国では第4四半期の経済成長は6.4%に減速し、購買担当者指数はさらに下がっており、中国政府が一層の経済刺激策の導入に入るのではないかと言う憶測が広がっている。中国株式は非常にネガティブな予想で割安となっており、非常に安い。数か月に渡るネガティブな企業業績が続いた後、株価が底を打ったような兆しも見え始めている。
Bond債券債券債券債券 (Neutral 中立中立中立中立)

We are aware that risks have not disappeared: there are many geopolitical hotspots and global debt is skyrocketing. This means that a strong 

focus on the sustainability of earnings and debt is needed to build resilient portfolios. Although we are neutral on bond markets, we think Asia 

macro story remains solid and therefore average credit quality in the Asian bond universe is typically higher than the other EM regions. Even 

with the impact of trade tariffs, the Asian region is expected to grow at a faster pace than the rest of the world.地政学的紛争が多発し、世界的に負債が急増しており、リスクが消えてはいないことを自覚している。堅調なポートフォリオを作成するためには継続的な収益と債券に対しても注目することが必要だ。債券に対しては中立だが、アジアのマクロは堅調で、他の新興国に比べてアジア諸国の債券の信用度は高い。関税増加の影響があったとしてもアジア諸国の成長は世界全体より高いと期待する。
Commodity商品商品商品商品 (Neutral 中立中立中立中立)

Even assuming weaker oil demand growth in 2019 and significant production growth from North America, we still think demand will be beyond 

what OPEC is able to produce. We believe the market will have to draw on inventories in the second and third quarter. Recent market risks, such 

as Brexit and trade war, could be supportive for gold as historically a safe haven asset, which could drive positioning in gold futures higher. Some 

US Dollar depreciation and small gains in inflation will also aid gold’s rise.

2019年の需要の伸びが弱く、北アメリカでの生産の伸びが非常に高いとしても需要はOPECの生産能力以上と考える。第2、第3四半期には備蓄が減少するだろう。英国のEU離脱や貿易戦争などの最近のリスクにより、ゴールドは歴史的な資産の逃避先として価格が上昇しており、将来の一層の価格の上昇を予想している。米ドルの下落とインフレもゴールドが値上がりを支えている。


