
1

商 号 等 ：アセットマネジメントOne株式会社

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

※P7の「当資料のお取り扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

第4期～第11期 第12期 第13期～第50期 第51期

（2014年1月～2014年8月） （2014年9月） （2014年10月～2017年11月） （2017年12月）

各30円 340円 各30円 360円

第52期～第74期 第75期 第76期～第79期 第80期～第86期

（2018年1月～2019年11月） （2019年12月） （2020年1月～2020年4月） （2020年5月～2020年11月）

各30円 360円 各30円 各15円

第87期 第88期～第89期 第90期 第91期～第92期

（2020年12月） （2021年1月～2021年2月） （2021年3月） （2021年4月～2021年5月）

365円 各15円 475円 各15円

第93期 第94期～第95期 第96期 第97期～第98期

（2021年6月） （2021年7月～2021年8月） （2021年9月） （2021年10月～2021年11月）

505円 各15円 395円 各15円

第99期 設定来累計

（2021年12月） 分配金

485円 5,700円

MHAM米国好配当株式ファンド（愛称：ゴールデンルーキー）
（毎月決算型）為替ヘッジあり／（毎月決算型）為替ヘッジなし

追加型投信／海外／株式

この度、当ファンドは2021年12月22日に第99期決算を迎え、分配金を485円（1万口当たり、税引前）といた

しました。今後とも安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指してまいりますので、引き続きお引き

立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

1. MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり

ファンド通信
販売用資料

2021年12月23日

分配金実績の推移

運用実績（期間：2013年9月25日（設定日前営業日）～2021年12月22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。

※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。

騰落率（分配金再投資基準価額）基準日：2021年12月22日

※ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額より算出しており、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。また設定来のファンドの騰落率については、設定当初の投資元本をもとに算出しています。

分配金に関するお知らせ

基準価額

11,124円

※2021年12月22日時点

純資産総額

12.33億円
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基準価額（左軸）

（円） （億円）

純資産総額（右軸）

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

0.62% 6.66% 8.47% 20.58% 54.98% 52.88% 87.52%

※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。
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ファンド通信

※P7の「当資料のお取り扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

第4期～第11期 第12期 第13期～第14期 第15期

（2014年1月～2014年8月） （2014年9月） （2014年10月～2014年11月） （2014年12月）

各35円 600円 各35円 685円

第16期～第17期 第18期 第19期～第20期 第21期

（2015年1月～2015年2月） （2015年3月） （2015年4月～2015年5月） （2015年6月）

各35円 595円 各35円 515円

第22期～第40期 第41期～第79期 第80期～第89期 第90期

（2015年7月～2017年1月） （2017年2月～2020年4月） （2020年5月～2021年2月） （2021年3月）

各50円 各30円 各15円 625円

第91期～第92期 第93期 第94期～第95期 第96期

（2021年4月～2021年5月） （2021年6月） （2021年7月～2021年8月） （2021年9月）

各15円 665円 各15円 485円

第97期～第98期 第99期 設定来累計

（2021年10月～2021年11月） （2021年12月） 分配金

各15円 695円 7,715円

２. MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

分配金実績の推移

運用実績（期間：2013年9月25日（設定日前営業日）～2021年12月22日（日次））

※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。

騰落率（分配金再投資基準価額）基準日：2021年12月22日

※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。

※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。

基準価額

11,648円

純資産総額

69.23億円

※2021年12月22日時点

※ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額より算出しており、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。また設定来のファンドの騰落率については、設定当初の投資元本をもとに算出しています。
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分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

（円） （億円）

純資産総額（右軸）

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

0.68% 11.42% 12.41% 33.58% 64.46% 59.51% 132.70%

MHAM米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり／（毎月決算型）為替ヘッジなし

この度、当ファンドは2021年12月22日に第99期決算を迎え、分配金を695円（1万口当たり、税引前）といた

しました。今後とも安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指してまいりますので、引き続きお引き

立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
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ファンド通信

※P7の「当資料のお取り扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

ファンドの特色（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

　　  ◆普通株式以外に、米国の金融商品取引所に上場している優先株式、REIT（優先REITを含みます。）およびMLP等にも投資す
る場合
　　　　 があります。

　　  ◆株式等の組入比率は、高位を保つことを基本とします。

  　　◆各ファンドは、「米国好配当株式マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。

  ２．運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーが行います。

　　  ◆マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部（有価証券等の運用の指図に関する権限）をゴールドマン・サックス・アセッ
ト・
　　　　  マネジメント・エル・ピー（GSAMニューヨーク）に委託します。

 　　 ◆個別銘柄選択を重視した運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。

  ３．決算頻度および為替ヘッジの対応に違いのある４つのファンドから選択いただけます。

  　　◆毎月決算を行う「毎月決算型」と年1回決算を行う「年1回決算型」があります。

   　 　　■「毎月決算型」は、毎月22日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益分配を行うことを目指します。

   　　　 ■「年1回決算型」は、毎年9月22日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。

 　　 ◆為替ヘッジを行う「為替ヘッジあり」と為替ヘッジを行わない「為替ヘッジなし」があります。

　  　　　■「為替ヘッジあり」では、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。なお、
為替
　　　　　　 ヘッジを行うにあたってはヘッジコストがかかることがあります。
    　　　■「為替ヘッジなし」では、組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行いません。そのため、基準価額は為替変動の
影響
　　　　　　 を直接受けます。

 　　 ◆各ファンド間のスイッチング（乗換え）が可能です。

 　　  ※販売会社によっては、一部のファンドを取り扱わない場合、スイッチングの取扱いを行わない場合等があります。

　　   ※各ファンドの将来の収益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。

  ＊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。

MHAM米国好配当株式ファンド
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ファンド通信

※P7の「当資料のお取り扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください）

　※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

　各ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、信託報酬などです。
　費用の詳細につきましては、当資料中の「ファンドの費用」および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

MHAM米国好配当株式ファンド
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ファンド通信

※P7の「当資料のお取り扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

MHAM米国好配当株式ファンド
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ファンド通信

※P7の「当資料のお取り扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

MHAM米国好配当株式ファンド
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ファンド通信 MHAM米国好配当株式ファンド
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ファンド通信

※P7の「当資料のお取り扱いについてのご注意」を必ずお読みください。

○印は協会への加入を意味します。□印は取扱いファンドを示しています。

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

 また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

※表中のコース名の「ヘッジあり・毎月」、「ヘッジなし・毎月」、「ヘッジあり・年１」、「ヘッジなし・年１」は各々、ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり、

    ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし、ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり、ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回

    決算型）為替ヘッジなしを示しています。

＜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。

※2　備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。

※3　備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順）

販売会社（お申込み、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）

2021年12月23日時点

211217JS394107.8ファンド通信

MHAM米国好配当株式ファンド


