あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
愛称：

●信託設定日：2015年3月13日 ●信託期間：無期限
●決算日：毎年3月10日および9月10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

運用実績

2016年12月30日現在

＜基準価額の推移（日次）＞
（円）

純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
JPX日経インデックス400（左軸）
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設定時

基準価額
（分配金控除後）
基準価額
（分配金調整後*）
ハイ･ウォーター
マーク**

10,505円
10,505円
11,242円

*分配金調整後とは、基準価額に累計分
配金額を加算したものです。
**ハイ・ウォーターマークとは、成功報酬の有
無を判定し、成功報酬の額を算出するため
の基準となる数値のことであり、本ファンドで
は「基準価額の過去最高値」をハイ・ウォー
ターマークとしています。

0
2015/8/20

2016/2/4

2016/7/15

2016/12/28

純資産総額

35.26億円

・上記の基準価額の推移は、設定日前日2015年3月12日を10,000円として計算しています。
・基準価額の推移は、本ファンドの信託報酬控除後の価額です。
・上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
・JPX日経インデックス400は本ファンドのベンチマークではありません。参考指標として掲載しています。

＜資産構成比＞
資産
株式
現預金・その他
合計

＜期間騰落率（年率換算前）＞
期間
ファンド
1ヶ月
1.7%
3ヶ月
10.3%
6ヶ月
17.4%
1年
-0.8%
3年
設定来
5.1%

純資産比
99.9%
0.1%
100.0%

・純資産比は、マザーファンド内の構成比に本ファンドにおけるマザーファンド
の保有比率を乗じて算出しています。
・「現預金・その他」がマイナスとなる場合がありますが、未払金が一時的に
現預金残高を上回ることなどによるものです。

2015年9月 2016年3月 2016年9月 2017年3月 設定来累計

0円

0円

3.3%
14.9%
21.0%
-2.4%
-3.2%

設定日：2015年3月13日
・本ファンドの期間騰落率は信託報酬控除後のものです。なお、換金時の
費用、税金等を考慮しておりません。
・本ファンドの期間騰落率は、分配金（課税前）を再投資したものとして
計算しています。また、実際の投資者利回りとは異なります。

＜分配金の推移＞（1万口当たり、課税前）
0円

ＪＰＸ日経インデックス400

0円

・収益分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するもの
ではありません。
・運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合や、分配金が支払わ
れない場合があります。

「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。
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あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
愛称：

マザーファンドの状況
本ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、当頁ではマザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています。

＜組入上位10銘柄＞ (2016年11月末現在）
銘柄
1 帝人
2 ダイキン工業
3 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
4 ヤマハ発動機
5 日本電産
6 塩野義製薬
7 ＳＯＭＰＯホールディングス
8 ソニー
9 富士重工業
10 明治ホールディングス

【銘柄数：15銘柄】
業種

比率
9.1%
8.8%
8.5%
8.3%
8.2%
7.7%
7.3%
6.8%
6.4%
5.8%

繊維製品
機械
銀行業
輸送用機器
電気機器
医薬品
保険業
電気機器
輸送用機器
食料品

・比率は、純資産総額に対する割合です。
・個別銘柄を推奨するものではありません。

＜業種構成比＞
建設業
食料品
繊維製品
医薬品
機械
電気機器

(2016年11月末現在）
4.8%
5.8%
9.2%
7.8%

輸送用機器
その他製品
空運業
情報・通信業
銀行業
保険業

13.3%
15.2%

0%
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14.8%
4.0%
4.9%
4.2%
8.6%
7.4%
0%

10%

20%

30%

・比率は、組入れ株式評価額に対する割合です。

＜運用コメント＞

(2016年12月末現在）

＜マーケット・レビュー/投資行動＞
12月の国内株式市場は上昇しました。トランプ次期米国大統領による景気刺激策への期待に加えて、OPEC（石油輸出国機構）加盟国の
減産合意およびOPEC非加盟国との協調減産合意を受けて原油価格が大幅に上昇したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）の利上げペース
加速観測を背景とする日米金利差拡大期待からドル高円安が進んだことを好感して、商品関連や金融関連銘柄を中心に上昇したものです。
そうした中、本ファンドの参考指標であるJPX日経インデックス400が外需・景気敏感関連銘柄中心に3.3%上昇する中、前月以降、内需・ディ
フェンシブ（景気動向や為替レートに左右されにくい）銘柄から外需・景気敏感関連銘柄への入替えを進めましたが、本ファンドの基準価額は
1.7%の上昇に止まりました。
＜組入上位銘柄＞
帝人は、構造改革の進展からM&A（買収合併）を通じた成長戦略に経営戦略の軸が移ってきており、中長期的な業績拡大を見込んでいま
す。三菱UFJフィナンシャル・グループは、マイナス金利の深堀り懸念が後退したことによる国内収益の底入れや米国金利上昇による米国事業からの
収益貢献が見込まれることから、割安な株価の水準訂正が期待されます。日本電産は、自動車・産業向けモーターなど新分野での成長が収益を牽
引すると見ています。SOMPOホールディングスは、資本の有効活用によるROE（自己資本利益率）の改善が期待され、株価の割安感が是正され
ると見ています。富士重工業は、主力市場の米国において2008年の金融危機以降もシェアを上げ続けている唯一の日系自動車メーカーで、高い
走行性能や安全性による競争力を背景に持続的な成長が期待でき、新型インプレッサを皮切りにモデルサイクルが好転する点も魅力と考えていま
す。
＜市場見通し/投資方針＞
国内株式市場は、世界景気の拡大傾向や2017年度の企業業績の成長期待から、暫くは堅調に推移すると想定されますが、長期的には米国の
景気動向や米国次期大統領の政策を吟味していく必要があると考えています。市場内では、今後、為替レートへの感応度や本業の競争力などによ
り、企業間の収益格差が大きくなると思われます。こうした中、企業の中長期の成長ドライバー、収益見通しの確度、株価バリュエーション（割安
度）、株主還元策などを軸に銘柄選択を行なっていく考えです。

「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。

2/8

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
愛称：

組入上位10銘柄のご紹介
銘柄コード
銘柄名
（本社所在地）

コメント

帝人

独立系の合成繊維大手。高機能素材、ヘルスケア、IT（情報技術）という3つの異なる領域におい
てグローバル展開。複合/高機能材料およびヘルスケア事業における収益の改善、成長性に対
して市場で過小評価されていると判断。複合/高機能材料では、航空機用途拡大・量産自動車へ
展開、ヘルスケア事業では医療・介護総合サービスの展開を目指している。

3401
1

（大阪府）

6367
2

2016年11月末現在

冷気を伝えるための冷媒開発から、空調機器開発までを一環して手掛ける世界唯一の空調メー
カー。空調事業に加えて、フッ素化学製品の製造販売や油機事業、砲弾などの特機事業を行う。
国内住宅市場鈍化の影響が懸念される業界において、競争力のある独自商品や強い販売網で
ダイキン工業
特に北米やアジアでの拡大が期待される。2020年に向けて、空調・化学・フィルタ分野で世界トッ
（大阪府） プクラスを目指す。

8306
3

国内最大の金融グループの持株会社。傘下子会社を含むグループの経営管理ならびに付帯業
務を行う。同グループは、主に商業銀行および信託、国際金融、資産運用、投資銀行などの投
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
融資サービスを提供。国内外の貸出の伸びなどによる利益の積み上がりと株式持ち合い解消を
原資とする株主還元の充実に期待。

（東京都）

7272

ヤマハ発動機

4

（静岡県）

6594
5

楽器のヤマハから発祥。二輪車製造で世界大手。トヨタ自動車などへ納入する自動車エンジン
やモーターボート、スノーモービル、ゴルフカート、発動機などの製造も行う。米国、ヨーロッパ、ア
ジア、南アメリカなどで製品を販売。先進国・新興国での新商品投入による商品力・競争力の向
上とコスト削減の実現、構造改革の着実な進展を評価。

精密小型モーターで世界主位。製品ラインアップも小型から大型までの各種モーター、さらには
応用製品である機器装置や電子光学部品などへ拡大している。同社製品の活躍するフィールド
は情報通信機器、ＯＡ機器分野にとどまらず、家電製品、自動車、産業機器、環境エネルギーな
日本電産
ど幅広い分野に広がっている。主力の記憶装置（HDD）の利益率改善の継続、成長分野への投
（京都府） 資、質の良い経営を評価。

4507

塩野義製薬

6

自社で生み出した新薬を世界中に提供できるグローバル製薬企業を目指す。米国や欧州、アジ
ア関連子会社を通じて、研究開発および現地での販売を行う。主力のHIV治療薬の成長に加え、
インフルエンザ治療薬、アルツハイマー治療薬などが売上を牽引していくことに期待。

（大阪府）

8630
7

ＳＯＭＰＯホールディングス
（東京都）

6758

ソニー

8

2014年9月に合併により設立された持ち株会社。損害保険および生命保険業を営む。国内生
保、海外損保の拡大推進。余剰資本比率が高く、自社株買い等を通じた株主還元およびROE
（株主資本利益率）の向上に期待。安心・安全・健康のテーマのもと、保険の先へ挑む幅広い事
業展開やデジタル技術の活用により、サービス向上を目指す。

家庭・業務用電気製品メーカー大手。テレビ、ビデオ等のAV機器、スマートフォン向けカメラの画
像センサーを主力とする半導体、モバイル、ゲーム、映画、音楽ネットワーク、金融事業などを展
開。海外でのブランド力が絶大。構造改革による業績改善と人事・組織改革を伴う第二次中期計
画を評価。同社は個々の事業の競争力強化を目的とし、事業の多くを2016年4月以降関連する
（東京都） グループ会社に機能移管を実施している。

7270

富士重工業

9

自動車、産業機器製品、航空機・宇宙関連機器ならびにそれら部品の製造、修理および販売を
手がける。自動車は"スバル"ブランドで販売している。今後、北米における生産能力増強が完了
したことにより売上増が見込めることや、新車種導入の効果に期待。

（東京都）

2269
10

明治ホールディングス

2016年に創業100周年を迎えた日本を代表する菓子、乳業メーカー。他にも子会社を通じ、医薬
品等の製造販売等も行う。利益率が高く、国内トップシェアを誇るヨーグルトは、値上げ後も販売
が落ち込まず、市場の期待を超える増益を見込む。

（東京都）
・ファンドに関する参考データをご提供する目的で作成したもので、個別銘柄を推奨するものではありません。
・コメントはアリアンツ・グローバル・インベスターズからの情報を基に当社が作成しています。
・コメントは作成時点における見解であり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の動向や結果を示唆あるいは保証するものではありません。

「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。
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あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
愛称：

保有銘柄のご紹介

三菱UFJフィナンシャル・グループ

～ROE向上による割安な株価の見直しに期待～

業種：銀行業

銘柄コード：8306

本社所在地：東京都千代田区

事業内容

国内最大の金融グループ

米国事業からの収益貢献が大きい

三菱東京フィナンシャル・グループとUFJグループの経営
統合により2005年11月に誕生した、国内最大の民間
金融グループです。商業銀行・信託銀行・証券会社を
はじめ、カード会社、消費者金融会社、リース会社、資
産運用会社など、主要金融分野でトップクラスの企業が
一体となり、さまざまな金融サービスを提供しています。

金利上昇によって銀行業務の収益改善が期待される
米国において、同社は全米13位（2014年9月末現
在）の規模であるMUFGユニオンバンクを保有しており、
海外事業の収益貢献の高まりが期待されます。

～ヴィジョン～
「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」
新しい中期経営計画 － 資本効率を重視した株主還元策の充実
同社の目指す資本政策

“株主からの期待に応える、ROEの水準を確保し、企業価
値の最大化を実現する”と目標をクリアにし、利益成長のみ
ならず、「継続的な自社株取得」を含む「株主還元の一層
の充実」方針を発表しました。

株主還元の一層の充実

MUFGの
充実した

企業価値

2014年11月に7年ぶりとなる自社株取得を実施して以
降、半年毎に継続して自社株取得を発表しています。

収益力強化

自己資本

に向けた

の維持

資本活用

今後も、日本の金融セクターの中で最高水準の総還元利
回りが期待されます。

ROE期待の向上により、
割安な株価の見直しに期待
国内で長期間にわたって続いている低金利環境、グローバルな資本規制の強化、などを背景に、市場が同社に期待するROE
の水準は低迷し、同社株は純資産を大きく下回った状況が続いてきました。
継続的な株主還元策の拡充に加えて、2017年は、マイナス金利の深堀り懸念の後退、米国事業の収益貢献の拡大、グ
ローバルな資本規制の不透明感の後退により、市場が同社に期待するROE水準が改善され、割安な株価水準の見直しが
期待できると考えています。
出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ
・ファンドに関する参考データをご提供する目的で作成したもので、個別銘柄を推奨するものではありません。

「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。
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あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
愛称：

ファンドの特色
1

日本株式の中から、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資
します。

2

個別銘柄の選択は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに
委託します。
＜独自の調査力・体制＞
「グラスルーツ（草の根）」調査やグローバルな社内SNS（ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス）を通じて、事実検証による強い裏づけのある銘柄を発掘します。

3 高い確信度を持つ銘柄（15銘柄程度）に絞って投資します。
長期的、戦略的観点より、経験豊富なアナリストがトップ推奨銘柄を持ち寄り、適度な業
種分散を図ります。
※本ファンドは、JPX日経インデックス400を運用上の参考指標とします。なお、本書において別段の注記がない場合は「本ファンド」に「マザーファンド」
を含むものとします。
※本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。委託会社は、本ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用をアリアンツ・グローバル・イ
ンベスターズ・ジャパン株式会社（以下「投資顧問会社」または「アリアンツ・グローバル・インベスターズ」ということがあります。）に委託します。投資顧
問会社は運用の権限の委託を受けて、マザーファンドの運用指図を行います。
※運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
※委託会社は、本ファンドと同じマザーファンドに投資を行うベビーファンドを私募投資信託にて設定・運用を行っております。当該私募投資信託の購
入・換金等に伴う資金変動等により、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。また、本
ファンドと当該私募投資信託は異なるファンドであるため、ファンドに係る開示等に差異が生じる可能性があります。

市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

委託会社その他関係法人の概要について
●あおぞら投信株式会社（委託会社）：信託財産の運用の指図等を行います。
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2771号
加入協会：一般社団法人投資信託協会
電話：03（4520）3401（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
ホームページ・アドレス： http://www.aozora-im.co.jp/
●アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社（投資顧問会社）：
委託会社より運用の指図の権限の委託を受けて、マザーファンドの運用指図を行います。
●三菱UFJ信託銀行株式会社（受託会社）：信託財産の保管・管理等を行います。
●販売会社：巻末の「取扱販売会社一覧」をご参照ください。

「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。
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投資リスク
＜基準価額の変動要因＞
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので、基準価額は
変動します。したがって、投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべ
て投資家の皆さまに帰属します。

＜主な変動要因＞
株価変動リスク
本ファンドは実質的に日本の株式に投資を行いますので、株価変動リスクを伴います。一般に株式市場が下落した場合
には、本ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は下落し、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことが
あります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、本ファンド
の基準価額により大きな影響を及ぼします。また、国内や海外の社会・政治・経済情勢等の影響を受けて、本ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。

流動性リスク
本ファンドは実質的に一部、日本の中小型株式に投資を行う場合がありますので、流動性リスクを伴います。中小型株
式は、一般に株式市場全体の平均に比べ市場規模や取引量が少ないため、経済状況の悪化や、本ファンドに大量の設
定解約が生じた場合等には、市場実勢から期待される価格や評価価格通りに取引できない可能性があり、本ファンドの
基準価額の下落要因となる場合があります。

集中投資リスク
本ファンドは実質的に少数の銘柄に集中投資を行いますので、多くの銘柄に分散投資を行った場合と比べて、1銘柄の株
価変動による影響が大きいと考えられます。そのため、本ファンドの基準価額は、日本の株式市場全体の平均的な値動
きにかかわらずより大きく変動する場合や、市場全体の動きとは異なる動きをする場合があります。投資対象とする特定の
銘柄を大量に売却しなければならなくなった場合、市場動向および取引量の状況によっては、不利な価格での取引を余
儀なくされる可能性があり、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

※上記は基準価額に影響を及ぼす主なリスクであり、リスクは上記に限定されるものではありません。詳しくは投
資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。

6/8

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
愛称：

お申込みメモ
詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」および目論見書補完書面をご覧ください。
お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせください。

購入単位
購入価額
購入代金
換金価額
換金代金
信託期間
繰上償還
決算日

販売会社により異なります。
購入申込受付日の基準価額
販売会社が指定する日までにお支払いください。
換金申込受付日の基準価額
原則として換金申込受付日から起算して5営業日目から、お申込みの販売会社を通じてお支払いいたします。
原則として無期限（設定日：2015年3月13日）
受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります。
毎年3月10日および9月10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
年2回の決算時に原則として収益の分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。

収益分配

※運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合や、分配金が支払われない場合があります。

課税上は株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除が適用さ
れます。
原則、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益（法人の場合は個別元本超過額）が課税の対象となりま
す。

課税関係

※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
信託財産留保額

購入価額に、3.24％（税抜3％）を上限として販売会社毎に定める率を乗じて得た額とします。
なし

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

基本報酬

純資産総額に対して年率1.6578％（税抜1.535％）

成功報酬

基本報酬等控除後の基準価額が、その時点におけるハイ・ウォーターマーク（基準価額の過
去最高値）を上回った場合で、かつ、当該基準価額の前営業日比の騰落率が、本ファンドの
参考指標（JPX日経インデックス400）の前営業日比の騰落率を年率で2％以上上回った
場合に、その上回った部分の21.6％（税抜20.0％）相当の成功報酬がかかります。

※運用管理費用は、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。
※投資顧問会社に対する報酬は、委託会社が本ファンドから受ける報酬から支払われますので、本ファンドの信託財産からの直接的な支弁
は行いません。

信託事務の 監査費用、印刷費用等、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用等、信託事務の諸費用が信託財産の純資産総
額の年率0.2％を上限として日々計上され、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。
その他の費用・ 諸費用

手数料

売買委託
手数料等

有価証券売買時の売買委託手数料、借入金・立替金の利息、ファンドに関する租税等がファンドから支払われます。これらの
費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※上記手数料等の合計額については、ファンドの保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

＜本資料のご利用にあたってのご留意事項＞
■本資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的に当社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込み
に当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■投資信託
は値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資するため、基準価額は変動します。したがって、投資元本および分配金が保証さ
れた商品ではありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、当社がその正確性・完全性を保証するものでは
ありません。■本資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスク
は、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。■本資料に記載された市況や見通し、数値、図表、意見等は、本資料作成時点での当社の見解で
あり、将来の動向や結果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合もあります。■投資信託は預金や保険契約と異な
り、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。また、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と
はなりません。■投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。

「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。
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取扱販売会社一覧
※販売会社は、本ファンドの販売業務等を行います。
※投資信託説明書（交付目論見書）は、下記の販売会社で入手することができます。
※販売会社は、今後変更となる場合があります。

販売会社名

登録番号等

加入協会

株式会社あおぞら銀行

登録金融機関
関東財務局長（登金）第8号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

丸八証券株式会社

金融商品取引業者
東海財務局長（金商）第20号

日本証券業協会

株式会社SBI証券

金融商品取引業者
日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
関東財務局長（金商）第44号
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

楽天証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第195号

中銀証券株式会社

金融商品取引業者
中国財務局長（金商）第6号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会／
一般社団法人日本投資顧問業協会
日本証券業協会

※中銀証券株式会社は、2016年12月21日より取扱開始しました。

「投資リスク」および「本資料のご利用にあたってのご留意事項」を必ずご確認ください。
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