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Special Report

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド
愛称：

しゅういつ

追加型投信／国内／株式

～あおぞら投信運用部より～
「あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 愛称：しゅういつ」をご愛顧賜りありがとうございます。
本ファンドは主として、厳選したわが国の株式に集中投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を
行っております。
わが国の株式市場は、四半世紀以上前につけた高値の半値にも満たない水準に留まっており、数年に1度大きく上昇するものの、
その後は下落・低迷という動きを繰り返しています。ただそうした中にあっても、市場全体に相当する「森」ではなく、個々の企業に
相当する「木」に目を転ずれば、業績を大きく伸ばし、株価が何倍にもなっている銘柄が少なからずあります。「森」ではなく、「木」に
徹底的にこだわり、日本株においても必須といえるグローバルな調査能力も活用し、成長が期待できるものだけに厳選して投資を
行えば、市場全体が低迷する中でも良い結果が出せると考え、設定されたのが「しゅういつ」です。
今後も「しゅういつ」を末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
あおぞら投信株式会社 運用部長 チーフ・インベストメント・オフィサー 桑田 陽一

副部長 高橋 誠一郎

～本ファンドの運用委託先：アリアンツ・グローバル･インベスターズ・ジャパン株式会社運用者より～
当運用戦略の魅力は、深い洞察力をもつ運用プロフェショナルによるリサーチに裏付けされた厳選銘柄に集中投資することにありま
す。すなわち、上場されている数多くの株式銘柄の中から、真に魅力的で確信の持てる銘柄を選び抜き、他のポートフォリオにおい
て通常では保有しない水準の比率で投資・組み入れを行い、大きなリターンを達成することです。
アリアンツ･グローバル･インベスターズの日本株運用チームのアナリストおよびポートフォリオ･マネジャーは、業界の平均経験年数
が約20年です。過去20年、マクロ経済、日本企業のファンダメンタルは大きく変化し、また今後も変化し続けると思われます。こうし
た中、さまざまな角度から日本株式の投資対象を見続けた我々のチーム･メンバーの深い洞察力とグローバルの情報網を基に、投
資銘柄を厳選している当運用戦略は、長期的に大きなリターンを上げることができるものと確信しています。
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 取締役CIO 運用部長 寺 尾 和 之
本ファンドのポイント及び運用プロセス

ポイント①：各四半期半ばの決算発表時期に超過収益を獲得
市場との認識ギャップ、長期的な成長性が期待できる魅力的な銘柄の発掘
ポイント②：相場の上昇/下落に左右されずに超過収益を獲得
独自のグラスルーツ調査や事実検証による確信度の高い銘柄を選択
ポイント③：15銘柄程度への集中投資にもかかわらず、変動率は参考指標並み
経験豊富なアナリストのトップ推奨銘柄を持ち寄ることで、適度な業種分散

運用プロセス

※市況動向や資金動向その他の要因等
によっては、上記プロセスのような運用が
できない場合があります。また、左記運
用プロセスは変更される場合があります。
※左記は本ファンドの運用プロセスについて、
委託会社が作成したものです。
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一般的なアクティブ運用との違い

◎一般的なアクティブ運用
・運用の参考となるベンチマーク等を意識
・多くの銘柄に分散投資
◎本ファンドの運用
・確信度の高い銘柄のみに絞って投資
・長期的に市場平均と異なるリターンを得
られる可能性がある
＊オーバーウェイト（アンダーウェイト）銘柄とは、ポートフォリオにおける当該銘柄の構成比が、ベンチマークにおける構成比よりも高い（低い）銘柄のことをいいます。
※上記は本ファンドの運用戦略を理解していただくための概念図であり、全てのケースを説明しているものではありません。

独自性の強いリサーチ

◎本ファンドが投資する銘柄は、アナリストが推奨する確信度の高い銘柄のみに絞っています。

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンについて

◎本ファンドの運用は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンが行います。
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンは、アリアンツ・グループ傘下の運用会社です。
アリアンツ・グループは、世界70ヵ国以上で保険、年金、退
職金サービス、資産運用等のサービスを提供する総合金融
グループです。
運用資産残高：約208兆円＊
出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン
＊2016年6月末現在。1ユーロ＝113.9724円換算
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運用実績等
設定来の銘柄構成のポイント
期間①：グローバルな視点での銘柄選定能力が生かせるポートフォリオ構成。内需関連銘柄より、円安メリットを受けやすい輸出関連銘柄の
ウェイト大。
期間②：円高リスクが高まったと判断し、輸出関連銘柄から業績の安定成長が見込める内需・ディフェンシブ銘柄に入替え。
期間③：円高リスクが後退したと判断し内需・ディフェンシブ銘柄にウェイトを置きながらも、外需・景気敏感銘柄への一部入替え。

マザーファンドの組入銘柄構成（上位5銘柄）
設定当初 2015年3月末

期間① 2016年1月末

期間② 2016年10月末

期間③ 2016年12月末

1 ヤマハ発動機

ヤマハ発動機

ＳＯＭＰＯホールディングス＊

帝人

2 帝人

明治ホールディングス

ダイキン工業

3 アステラス製薬

日本電信電話

日本電産

4 ダイキン工業

シスメックス

塩野義製薬

日本電産
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ
富士重工業

5 日本電産

帝人

帝人

ＳＯＭＰＯホールディングス*

出所：アリアンツ・グローバル・インベスターズ、あおぞら投信 ※上記は個別銘柄を推奨するものではありません。
*損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社は、2016年10月1日付けで、商号を「SOMPOホールディングス株式会社」に変更しています。

基準価額と純資産総額の推移 （2015年3月13日（設定日）～2017年1月末）
基準価額（分配金控除後） 10,624円

純資産総額

基準価額（分配金調整後*）10,624円

2017年1月末現在
37.19億円

ハイ・ウォーター・マーク 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。
この価額がハイ・ウォーター・マークを上回り、かつ（参考指標の騰落率+年率2％）を上回った場合に成功報酬が控除されます。

《分配金(1万口当たり、課税前)実績》
2015年9月

0円

2016年3月

0円

2016年9月

0円

設定来合計 0円

期間②

期間①

期間③

・各指数の推移は、設定日前日を10,000として指数化しています。 ・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および日経平均株価は本ファンドのベンチマークではありません。
・出所：株式会社日本取引所グループ/株式会社東京証券取引所及び株式会社日本経済新聞社のデータを基にあおぞら投信が作成

本ファンドの指数に対する超過収益
＜参考指標＞対 JPX日経インデックス400
＜参考情報＞対 日経平均株価

1ヶ月

3ヶ月

６ヶ月

+0.93%
+1.51%

▲3.45%
▲3.48%

▲4.55%
▲4.63%
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１年
+1.84%
▲1.24%

３年

設定来
-

+9.21%
+5.98%
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■ファンドの特徴
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。

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。
■投資リスク
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
は、株価変動リスク、流動性リスク、集中投資リスクなどがあります。
※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。

■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。
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
収益分配
課税関係

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。
※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。配当控除および益金不算入制度の適用されます。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）が課税対象となります。
※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
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。
信託財産留保額
なし
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
基本報酬
純資産総額に対して：年率1.6578％（税抜1.535％）
運用管理費用
（信託報酬）
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、
成功報酬
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。

その他の
費用・
手数料

信託事務
の諸費用
売買委託
手数料等

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。
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。

■委託会社その他の関係法人の概要について
委託会社 あおぞら投信株式会社（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
投資顧問会社 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（委託会社より運用の指図の権限を受けて、マザーファンドの運用指図を行います。）
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社（信託財産の保管・管理等を行います。）

■取扱販売会社一覧（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。
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 加入協会：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 加入協会 日本証券業協会
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
株式会社SBI証券
加入協会: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
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
楽天証券株式会社
加入協会: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
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 加入協会:日本証券業協会
株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第44号 加入協会:日本証券業協会
とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長(金商)第36号 加入協会:日本証券業協会

■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。
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