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■外国証券情報■ 
更新日（年次）：2022/4/15 

 

ティッカー EDC 

 第一部 証券情報 

（1） ファンドの名称 

（英語）Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares 

（カタカナ）ディレクション・デイリー・エムエスシーアイ・エマージング・マーケッツ・ブル・3X・シェアーズ 

（日本語名）目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。 

（2） ファンドの形態等：上場投資信託（Exchange Traded Fund (ETF)） 

（3） 有価証券の種類：海外発行受益証券 

（4） 発行地：米国 

（5） 上場している外国の金融商品取引所：NYSE アーカ 

（6） 発行日：2008 年 12 月 17 日 

（7） 売買単位：1 口 

 

第二部 発行者情報 

（1） ファンドの登録上の住所 

Rafferty Asset Management, LLC 

1301 Avenue of the Americas (6th Avenue), 28th Floor, New York, New York 10019, USA 

（2） ファンドの準拠法：米国デラウェア州法および 1940 年米国投資会社法 

（3） ファンドの目的及び基本的性格 

MSCI エマージング・マーケット指数のパフォーマンスの 300％にあたる日々の投資成果（手数料・

費用控除前）を追求する。 

（4） ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額 

管理会社：Rafferty Asset Management, LLC 

    (ラファティ・アセット・マネジメント) 

関係業務：インベストメント・アドバイザー 

自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。 

受託者：Bank of New York Mellon 

(バンク・オブ・ニューヨーク・メロン) 

関係業務：ファンドの会計帳簿の記録、保管・管理業務、名義書換代理人業務など 

自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。 

（5） 投資対象及び投資方針 

投資対象：純資産の少なくとも 80%を MSCI エマージング・マーケット指数の構成銘柄や同指

  数をトラックする ETF など、同指数に対するエクスポージャーを提供する金融商品に

  投資する。 



2/3 
Copyright(C)2022, Ashu Research Inc. All Rights Reserved. 
  本資料に掲載された事項の無断引用、転載を禁じます。 

分配方針：分配がある場合は少なくとも年に 1 度 

（6） 投資制限：1940 年米国投資会社法による制限 

（7） ファンド資産の概要（単位：米ドル） 

 

 

 

 

（8） ファンドに関する報酬及び費用 

報酬：投資額の年率 1.28％ 

その他の費用・手数料については目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。 

（9） リスク 

目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。 

（10） 決算期：10 月 

（11） ファンドの運用状況 

① 投資状況 

上場投資有価証券の持分（単位：米ドル） 

 

 

② 運用実績 

純資産額（単位：米ドル） 

 

 

 

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル） 

 

 

 

（12） ファンドの経理状況 

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル） 

 

 

 

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル） 

 

 

 

 

 

2021年10月31日現在

投資有価証券 181,993,724
未収配当･利息 2,067
前払い手数料・その他の資産 20,252
資産の部合計 182,016,043

2021年10月31日現在

投資有価証券 181,993,724

2021年10月31日現在

純資産総額 169,181,029
１口当たり純資産額 81.27

2020年11月1日
～2021年10月31日

１口当たり分配金 0.13222

2021年10月31日現在

総資産 182,016,043
負債 12,835,014

2021年10月31日現在

投資収益 1,799,561
純投資収益 －354,003
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■重要な事実 

情報源に該当する事項がないため記載なし。 

■会計基準：米国会計基準 

 

 

■備考 

 

 

（※1）目論見書 

 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1424958/000119312522054863/d221376d485bpos.htm 

（※2）年次報告書 

 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1424958/000110465922000321/tm213700d1_ncsr.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご留意いただきたい事項≫ 

（注 1）当社で取り扱う外国証券については、国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除き、我が国の金融商品取引

法に基づいた発行者開示は行われていません。  

（注 2）本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているも

のではありません。 

（注 3）株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあり

ます。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。 

（注 4）本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次

報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承くださ

い。 

 



レバレッジ型・インバース型 ETF に係る商品の特性とリスクについて 

 

レバレッジ型・インバース型 ETF への投資にあたっては、以下の点にご注意ください。 

 

● レバレッジ型・インバース型 ETF は、主に短期売買により利益を得ることを目的と

した商品です。 

● 投資経験があまりない個人投資家の方が資産形成のためにこうした ETF を投資対象

とする際には、取引の仕組みや内容を十分理解し、取引に伴うリスク・コストを十分

に認識することが重要です。 

 

＜レバレッジ型・インバース型 ETF に係るリスク・コストについて＞ 

レバレッジ型・インバース型 ETF は、指数・指標の値動きのレバレッジ倍（またはマイ

ナスのレバレッジ倍）の値動きを日次（１日）で達成するように運用されています。例えば、

日経平均株価の日々の値動きの２倍の値動きを目指すレバレッジ型 ETF は、日経平均株価

が１%上昇した日には、２%の上昇になることを目指して運用されています。 

 しかし、日次ではなく、２日以上の運用期間でみた場合には、以下の例に示すとおり、当

該 ETF の価格は、参照する指数・指標の価格のレバレッジ倍にならない可能性があること

に注意が必要です。 

 

 また、レバレッジ型・インバース型 ETF は、参照する指数・指標に連動させるため、先

物取引を用いた運用を行っています。このため、一般的に、レバレッジ型・インバース型 ETF

は先物取引コストを負担しているほか、先物取引の期限（隔月）を乗り換える際に、リスク

が生じることに注意が必要です。 

 

 こうした金融商品の取引にあたっては、取引の仕組みや内容を十分に理解し、取引に伴う

リスク・コストを十分に認識したうえで、自己の財産、取引経験及び取引の目的等に照らし

て適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において取引を行ってください。 

 

【例１】指数・指標の価格が、１日目「下落」、２日目「上昇」した場合 

 

１日目 ２日目 １日目 ２日目

指数・指標 −20% ＋25% 指数・指標 −20%      0%

レバレッジ指数 −40% ＋50% レバレッジ指数 −40% −10%

日々の値動き 基準日からの値動き
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【例２】指数・指標の価格が、１日目「上昇」、２日目「下落」した場合 

 
 

【例３】指数・指標の価格が、１日目「上昇」、２日目「上昇」した場合 

 
 

【例４】指数・指標の価格が、１日目「下落」、２日目「下落」した場合 

 
 

（注１） 中⾧期の期間をとった場合、一般的に、株価は【例１】や【例２】のように上

下動を繰り返すことが多く、【例３】や【例４】のように一方向に上昇または下

落が続くことは少ないと考えられます。 

１日目 ２日目 １日目 ２日目

指数・指標 ＋25% −20% 指数・指標 ＋25%      0%

レバレッジ指数 ＋50% −40% レバレッジ指数 ＋50% −10%

日々の値動き 基準日からの値動き
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指数・指標 ＋20% ＋25% 指数・指標 ＋20% ＋50%

レバレッジ指数 ＋40% ＋50% レバレッジ指数 ＋40% ＋110%

日々の値動き 基準日からの値動き
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（注２） 表は、例示であり、特定の株価・レバレッジ指数の動きを示すものではありま

せん。実際のレバレッジ型・インバース型 ETF の価格は、信託報酬等のコス

ト負担や先物市場の値動きにより、１日であったとしても「原資産の２倍」と

いった運用目標を達成できるとは限りません。 

なお、ETF の市場価格は取引所において需給を反映して決定されるため、市場

価格と基準価額や ETF 等保有資産の純資産価値は一致しないことがあること

に注意が必要です。 

（注３） ・ レバレッジ型指標は、中⾧期にわたって投資をする場合、原指標の変動率

とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必

要です。 

・ インバース型指標は、中⾧期にわたって投資をする場合、原指標の変動率

とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必

要です。 

・ 原指標の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効

果により、原指標と比較して指数のパフォーマンスが逓減していくという

特性があり、投資者は利益を得にくくなりますので、留意が必要です。 

 

 

金融商品取引法に基づく表示事項： 

● 本資料をお客様にご提供する金融商品取引業者名等 

商号等： PayPay 証券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局⾧（金商）第 2883 号 

加入協会： 日本証券業協会 

指定紛争解決機関： 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

● リスク・手数料相当額等について 

  証券取引は、株価（価格）の変動等、為替相場の変動等、または発行者等の信用状況

の悪化や、その国の政治的・経済的・社会的な環境の変化のために元本損失が生じる

ことがあります。 

  お取引にあたっては、「契約締結前交付書面」等を必ずご覧いただき、「リスク・手数

料相当額等（https://www.paypay-sec.co.jp/service/cost/cost.html）」について内容を

十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任によりお取引ください。 

 

免責事項等： 

● 本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的とし、投資勧誘を目的としたもので

はありません。投資の最終決定はお客様ご自身の判断で行ってください。 

● 本資料は、信頼できると考えられる情報源に基づいて作成されたものですが、基にした
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情報や見解の正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。本資料に記

載された内容は、資料作成日におけるものであり、予告なく変更する場合があります。 

● 本資料に基づき行った投資の結果、何らかの損害が発生した場合でも、理由の如何を問

わず、PayPay 証券株式会社は一切の責任を負いません。 

● 電子的または機械的な方法、目的の如何を問わず、無断で本資料の一部または全部の複

製、転載、転送等は行わないでください。 


