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平素は、「厳選ジャパン」（以下、当ファンドといいます。）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは第8期決算（2021年9月24日）において、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、分配金額を0円

（1万口当たり、税引前）といたしました。

当資料では、第8期決算ほか、足もとのファンドの運用状況や今後の運用方針についてご報告いたします。

分配金に関するお知らせ

※巻末の「当資料のお取扱いについての注意」を必ずお読みください。

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※期間：2017年9月28日（設定日前営業日）～2021年9月24日（日次）
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なります。

運用実績

基準価額と純資産総額の推移

分配金実績の推移

※分配金実績は、1万口当たりの税引前分配金を表示しています。
※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
※上記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示唆・保証するものではありません。

第1期～第3期
（18年3月～19年3月）

第4期～第6期
（19年9月～20年9月）

第7期
（21年3月）

第8期
（21年9月）

各500円 各0円 500円 0円

設定来累計分配金

2,000円

※基準日：2021年9月24日
※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。
※各期間は、基準日から過去に遡っています。また設定来の騰落率については、設定当初の投資元本をもとに計算しています。

騰落率（税引前分配金再投資基準価額）

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

9.23% 5.88% 3.95% 11.15% 81.46% 144.45%
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ポートフォリオの状況（2021年8月末時点）

組入上位10銘柄

※業種は東証33業種分類によるものです。
※組入比率はいずれも純資産総額に対する割合です。

業種別組入比率

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また、当該個別銘柄の掲示は銘柄推奨を目的としたものではなく、将来の当ファンドへの組入または保有の継続を保証するものではありません。

※上記は過去の運用実績または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

順位 銘柄名 業種
組入
比率

1 トプコン 精密機器 5.7%

2 バンダイナムコホールディングス その他製品 5.2%

3 日立製作所 電気機器 5.2%

4 トヨタ自動車 輸送用機器 5.1%

5 山一電機 電気機器 5.0%

6 オイシックス・ラ・大地 小売業 4.9%

7 エスプール サービス業 4.9%

8 クラウドワークス 情報・通信業 4.7%

9 ヒラノテクシード 機械 4.6%

10 ENECHANGE 情報・通信業 4.4%

組入銘柄数：22

更新

情報・通信業

28.0%

サービス業

12.0%

電気機器

10.2%

小売業

9.1%精密機器

5.7%

その他製品

5.2%

輸送用機器

5.1%

機械

4.6%

電気・ガス業

4.2%
現金等

15.9%

コロナ・ショック以降のファンドの運用状況

当ファンドの基準価額は、2020年3月から2021年1月下旬まで上昇傾向で推移したものの、その後調整しました。
基準価額の上昇局面では、脱炭素関連、オンラインサービス関連、人材関連、半導体やインフラ関連の製造業など
がプラスに寄与しました。下落局面では、上昇局面で貢献したオンラインサービス関連などがマイナス要因となりました。
2020年10月以降、新型コロナウイルス感染拡大からの経済回復に備え、製造業の成長株、出遅れ感のある小
型株、人材関連などへの投資比率を引き上げました。2021年3月以降は、株価が割高な水準にある銘柄の精査・
選別を行うとともに、企業規模の大小に関わらず成長性があり、株価が割安な水準にあると考えられる銘柄の投資比
率を高めました。

今後の見通し（運用方針）

新型コロナウイルス感染拡大による企業活動や消費行動への影響は長期化しています。一方で、景気回復期間の
長期化、国内外での景気に配慮した経済政策、ワクチン接種の進展による経済活動の正常化などが期待できること
から、引き続き、日本株市場は中期的な上昇局面にあると考えています。
製造業を中心とした日本企業の業績回復も1年が経過しようとしています。今後は単なる回復ではなく、中長期的
な成長性が問われてくると考えています。
脱炭素関連、構造的な人手不足や働き方の変化、行動抑制の緩和で本来の成長性が再認識される娯楽関連、
デジタル化などのテクノロジー関連分野などに注目しています。また、コロナ禍で成長したオンラインサービス関連も引き
続き成長が期待できる企業として、再評価される局面になってきていると考えています。社会課題の解決に貢献するよ
うな成長が期待できる企業に投資を行い、運用成果の向上に努めてまいります。

コロナ・ショック以降のファンドの運用状況／今後の見通し（運用方針）
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エスプール （業種 ：サービス業）

※業種は東証33業種分類によるものです。
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

※上記は過去の情報または運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また、当該個別銘柄の掲示は銘柄推奨を目的としたものではなく、将来の当ファンドへの組入または保有の継続を保証するものではありません。

【会社概要】

土木建築分野向けに測量機器や工事の自動
化・IT化に貢献するシステムのほか、農業機械
の自動化を可能にするシステムや、眼科向けの
検査装置などを提供。

【着眼点】

建設業や農業では、担い手の高齢化や人手不
足の問題が進んでいます。また、農業分野では将
来的な食糧不足への懸念などもあります。このよう
な課題があることから、同社の土木建築分野や農
業分野での自動化・IT化ソリューションは成長が
期待できると考えています。眼科領域でも、世界
的な高齢化により眼疾患の増加が予想されており、
早期発見や早期治療に貢献する同社の事業は
成長が期待できると考えています。

トプコン （業種 ：精密機器）

当ファンドの組入上位銘柄（2021年8月末時点）について一部ご紹介します。

※業種は東証33業種分類によるものです。
※組入比率は純資産総額に対する割合です。

【会社概要】

アウトソーシングサービスで多様な社会課題の解
決に取り組む企業。リーマン・ショック後の業績
悪化の反省から、環境変化に強く、競争が激しく
なく、社会貢献性が強い事業構造を構築。

【着眼点】

障がい者雇用支援の持続的成長に加え、経済
活動の回復に伴い、人材アウトソーシング事業や
コールセンター事業の成長が期待できます。また、
中長期的なさらなる成長に向けて、新たな収益の
柱の構築に取り組んでおり、脱炭素社会に向けて
必要になってくる企業向けサービスや、地方自治
体の行政サービス支援などの育成を行っています。

組入比率：5.7％

組入比率：4.9％
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※期間：2019年12月30日～2021年8月31日（日次）
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

※期間：2019年12月30日～2021年8月31日（日次）
出所：ブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

株価の推移

株価の推移
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投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

○ 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。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断く
ださい。

○ 当ファンドは、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。

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。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。

◆ファンドの関係法人◆
＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆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/

投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

○ 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。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断く
ださい。

○ 当ファンドは、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。

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。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。

◆ファンドの関係法人◆
＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆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/

投資信託ご購入の注意

投資信託は、

当資料のお取扱いについてのご注意

○ 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。

○ 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

○ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。

○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断く
ださい。

○ 当ファンドは、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。

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。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。

◆ファンドの関係法人◆
＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社

[ファンドの運用の指図を行う者]
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社

[ファンドの財産の保管および管理を行う者]
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください

◆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/

27


