
マンスリーレポート

追加型投信/国内/株式

2021年11月30日基準

運用実績の推移

基準価額・純資産総額 分配金実績（税引前） ※直近3年分

※1 分配金は1万口当たり

騰落率（税引前分配金再投資）

※ 当資料は3枚ものです。

※ P.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

マザーファンド騰落率（みずほ日本株アクティブ・オープン設定来）

※2 上記の分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払いおよびその金額につ
いて保証するものではありません。

※3 分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額
の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

（設定日：2006年8月25日）

基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は、純資産総額に対し年率1.76％（税抜1.60％）です。

分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。

分配金再投資基準価額＝前日分配金再投資基準価額×（当日基準価額÷前日基準価額）

（※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み）

基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。

TOPIX（配当込み）(参考)は、設定日前日の値を10,000円として計算しています。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

2,000

6,000

10,000

14,000

18,000

22,000

26,000

2006/8/24 2010/6/3 2014/3/13 2017/12/21 2021/9/30

純資産総額 (百万円)基準価額（円）

純資産総額
分配金再投資基準価額
基準価額
TOPIX（配当込み）(参考)

ハイブリッド・セレクション・マザーファンド　　 130.58%

ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド 190.55%

ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド　　　 223.93%

第27期 (2020.06.22) 0 円
第28期 (2020.12.21) 0 円
第29期 (2021.06.21) 0 円
設定来累計分配金 400 円

第24期 (2018.12.21) 0 円
第25期 (2019.06.21) 0 円
第26期 (2019.12.23) 0 円

基 準 価 額 20,053 円
解 約 価 額 19,993 円
純資 産総額 672 百万円
設 定 日 2006年8月25日
決 算 日 　原則 6月21日および12月21日

　（休業日の場合は翌営業日）
信 託 期 間 2021年12月16日まで

※マザーファンド騰落率は「みずほ日本株アクティブ・オープン」の設定日（2006年8月25日）を基準に計算しています。なお、「ＤＩＡＭ日本株

式リサーチアクティブ・マザーファンド」は「みずほ日本株アクティブ・オープン」と設定が同日のため、設定当初の投資元本を基に計算していま

す。

※基準価額および解約価額は1万口当たり

※1 ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので、実際の投資家利回りとは異なります。
※2 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。
※3 各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来のファンドの騰落率については、設定当初の投資元本を基に計算しています。

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称︓トライアングル

「みずほ日本株アクティブ・オープン」は、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）を行います。

くわしくは委託会社のホームページに掲載している交付目論見書をご確認ください。

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

(2021/10/29) (2021/08/31) (2021/05/31) (2020/11/30) (2018/11/30) (2006/08/25)

ファンド -2.47% 0.80% 3.51% 9.34% 37.57% 108.06%

TOPIX(配当込み)(参考) -3.61% -0.83% 1.27% 12.22% 24.13% 62.77%

差 1.14% 1.63% 2.24% -2.87% 13.44% 45.30%
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マザーファンド組入比率 組入上位10銘柄 （組入銘柄数：240銘柄）

※組入比率は時価総額に対する割合です。    ※組入比率は純資産総額に対する実質組入比率です。

11月のマーケット動向と当ファンドの動き

※上記のマーケット動向と当ファンドの動きは、過去の実績であり将来の運用成果等をお約束するものではありません。

※ 当資料は3枚ものです。

※ P.3の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

11月の国内株式市場は下落しました（TOPIX：▲3.64％、日経平均株価：▲3.71％）。

上旬から中旬にかけては、緩やかに上昇しました。衆議院選挙で与党が勝利し政治の安定が期待されたことや、米ファイザー社の新型コ

ロナウイルス経口治療薬の良好な効果が示されたことなどが支援材料となりました。米中の物価指標の上昇を受けてインフレが懸念された

ものの、決算発表での堅調な企業業績を評価する動きの中で、成長株を中心に物色されました。注目されていたFOMC（米連邦公開市場委

員会）ではテーパリング（量的金融緩和の段階的縮小） 開始が決定されましたが、市場では事前に織り込みが進んでいたことから目立った

混乱は見られませんでした。下旬は下落しました。南アフリカで新たな変異株「オミクロン株」が確認され、ウイルスの特性やワクチンの有効

性等の情報が不明な中で、世界的な感染拡大への懸念が急速に高まり、世界的にリスクオフとなる中で日本株も大幅に下落し、日経平均

株価は28,000円を割り込みました。

東証33業種別指数では、33業種中2業種が上昇しました。電気機器、精密機器、金属製品などが騰落率上位となり、一方で、空運業、鉄

鋼、水産・農林業などが騰落率下位となりました。

当ファンドの運用については、引き続き基本配分比率に基づき、ハイブリッド・セレクション・マザーファンド、DIAM日本株式リサーチアクティ

ブ・マザーファンド、DIAM成長株オープン・マザーファンドに投資しました。11月末の基準価額は20,053円となり、前月末比で2.47％下落しま

した。運用実績は、株式市場が下落した中、基準価額も下落しました。要因分析では、業種配分効果、銘柄選択効果（含む複合効果）共に

プラスとなり、参考指標であるTOPIX（配当込み）を上回りました。業種配分効果では、情報・通信業のオーバーウェイト、食料品、鉄鋼のアン

ダーウェイトなどが主なプラス要因となりました。銘柄選択効果では、富士電機（電気機器）、ウエストホールディングス（建設業）、インター

ネットイニシアティブ（情報・通信業）の上昇などが主なプラス要因となりました。
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0.0%

東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関
するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引
所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。

※当資料中の各数値については、表示桁未満の数値がある場合、四捨五入して表示しています。

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称︓トライアングル

No. 銘柄 業種 組入比率(%)

1 ソニーグループ 電気機器 3.11

2 トヨタ自動車 輸送用機器 2.48

3 デンソー 輸送用機器 1.85

4 富士電機 電気機器 1.85

5 日立製作所 電気機器 1.81

6
リクルートホールディング
ス

サービス業 1.76

7 東京エレクトロン 電気機器 1.75

8 シスメックス 電気機器 1.73

9 ウエストホールディングス 建設業 1.62

10 ＪＭＤＣ 情報・通信業 1.48

2/3



マンスリーレポート

2021年11月30日基準

ファンドの特色

○ 当ファンドは、国内株式を投資対象に、積極的な運用を行います。

○ 当ファンドは、「マルチ・マネージャー方式」により、運用を行います。
各マザーファンド間で各々の運用手法や投資対象を調整することはありません。

○

※ 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

当資料のお取扱いについてのご注意

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

販売会社（投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

○印は協会への加入を意味します。 2021年12月9日現在

＜備考欄について＞

※1　新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

※ 当資料は3枚ものです。

当ファンドは、ハイブリッド・セレクション・マザーファンド、ＤＩＡＭ日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド、ＤＩＡＭ成長株
オープン・マザーファンドへの投資を通じ、実質的にわが国の株式を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長をはかる
ことをめざして積極的な運用を行います。

当資料における内容は作成時点（2021年12月9日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

当ファンドは、実質的に株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る
信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者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。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さま
に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。

当ファンドは、「トップダウン・アプローチ」と「ボトムアップ・アプローチ」の2つの異なる国内株式運用手法を組み合わせるこ
とで、運用手法の分散を図ります。

当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。

　加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
2.購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
3.投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなりま
す。

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全
性、正確性について、同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保
証するものではありません。

1.預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
投資信託は、

◆委託会社の照会先 ◆
アセットマネジメントOne株式会社 コールセンター 0120-104-694

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ URL http：//www.am-one.co.jp/

みずほ日本株アクティブ・オープン
愛称︓トライアングル

商号 登録番号等
日本証券業協

会

一般社団法人

日本投資顧問

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

備考

株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○ ※1
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