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※P.9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。 

 当ファンドで保有するメディカル・サイエンス企業の2017年10-12月期の決算が出そろいました。主要企業についてみていきます。 

メディカル・サイエンス企業の業績は堅調 

 メディカル・サイエンス企業*の2017年10-12月期決算は堅調な結果となりました。 

 メディカル・サイエンス企業の業界では、技術革新の進展を背景に新薬の開発が加速することや、税制改革に

よるM&Aの活発化が期待されます。一方で、リスク要因も存在することから、銘柄選定においてはより一層長

期的な企業間の優劣を見極めていくことが重要と考えます。 
＊メディカル・サイエンス企業とは、バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業を指します。 

メディカル・サイエンス企業の決算 

 2017年10-12月期決算は、売上高が前年同期比で
8.9％増、1株当たり純利益は前年同期比18.1％増と
なり、市場予想を上回りました。2018年は、希少疾患や
免疫分野では成長加速が見込まれていますが、生産設
備の先行投資負担や、血友病治療薬などにおける他社
との競争激化等から、利益成長は鈍化するとの見通しが
示されました。 

シャイアー（ジャージー、組入比率**：2.46％） 

＊＊組入比率は当ファンドの組入株式評価額に対する割合であり、2018年2月14日時点のデータ（組入銘柄数：92）。次ページ以降の組入比率も
同様。※企業の業種はジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（以下、ジャナス社）の分類。次ページ以降の業種も同様。※上記コメ
ントはジャナス社の見解などをもとにアセットマネジメントOne作成。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 
 
※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 

バイオテクノロジー 

【売上高および1株当たり純利益】 （億米ドル） （米ドル） 

（年） 

※期間：（上段）2016年～2019年（年次）、ただし、2018年、2019年は予想値、（下段）2016年2月1日～2018年2月14日（日次） 

132.86 

※上記は過去の情報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。 

開発後期の 
バイオ新薬候
補を複数保有 

同社は、遺伝性血管性浮腫治
療薬や慢性特発性便秘治療
薬など、開発の後期段階にある
新薬候補を複数保有していま
す。同社はこれまで収益の中心
であった低分子医薬品から、より
先進的なバイオ医薬品を中心と
した収益構造への転換をめざし
ており、新薬開発が順調に進め
ばそうした動きが加速することに
なると考えられます。 

【株価推移】 
（米ドル） 

（年/月） 
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※ジャージーは英国王室属領です。 
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※上記コメントはジャナス社の見解などをもとにアセットマネジメントOne作成 

メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来） 

（年） 

※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 
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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 

（米ドル） 

※P.9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。 

※上記は過去の情報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。 

セルジーン（米国、組入比率 ：2.40％） 

 2017年10-12月期決算は、売上高が前年同期比で
16.9%増、1株当たり純利益は前年同期比24.2％増
となりました。乾癬治療薬のオテズラ、多発性骨髄腫治
療薬のレブラミドやポマリスト／イムノビドの売上高が前
年同期比で増加しました。 

米バイオ医薬
品会社を買収 

同社は決算発表の直前に、米バイオ
医薬品会社であるジュノ・セラピュー
ティクスを約90億米ドルで買収する
ことに合意したと発表しました。ジュ
ノ・セラピューティクスはキメラ抗原受
容体Ｔ細胞（CAR-T）療法*の
研究開発で先行しており、同療法は
多発性骨髄腫などの血液がんを中
心としたがんに対する効果が期待さ
れています。 

 2017年10-12月期決算は売上高が前年同期比
6.9%増、1株当たり純利益は20.0%増となりました。収
益貢献が期待されていた糖尿病治療薬のトルリシティを
はじめ、主力製品の売上高が好調でした。この結果、1株
当たり純利益が市場予想を上回りました。 

動物用 
ヘルスケア事業
の再編、新薬

開発 

同社は、前四半期の決算で業績不
振に陥っている動物向けヘルスケア
事業について、売却・IPO等を含む
再編計画があることを発表しており、
業績および財務の向上が期待され
ています。また同社は現在、がんや
関節リウマチに対する治療薬の研
究開発を行っており、いくつかの治療
薬が米国・欧州などで開発の後期
段階となっています。これら治療薬が
承認された場合、同社業績のさらな
る成長が期待されます。 
 

バイオテクノロジー 

【売上高および1株当たり純利益】 （億米ドル） （米ドル） 

（年） 

【株価推移】 （米ドル） 

（年/月） 

【売上高および1株当たり純利益】 （億米ドル） （米ドル） 

（年） 

【株価推移】 
（米ドル） 

（年/月） 

※期間：（上段）2016年～2019年（年次）、ただし、2018年、2019年は予想値、（下段）2016年2月1日～2018年2月14日（日次） 

77.03 

イーライリリー・アンド・カンパニー（米国、組入比率：2.71％） 医薬品 

＊患者の免疫細胞を取り出し、がん細胞を攻撃する遺伝子を組み込んで
体に戻す治療法。 
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ファンド通信 

※上記コメントはジャナス社の見解などをもとにアセットマネジメントOne作成 

メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来） 

ボストン・サイエンティフィック（米国、組入比率：2.28％） 

（年） 

※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 
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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 

※P.9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。 

※上記は過去の情報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。 

メルク（米国、組入比率：1.89％） 

 2017年10-12月期決算は売上高が前年同期比
9.9%増、1株当たり純利益は13.3%増となりました。
心血管疾患の分野で業績貢献が期待されていた手術
器具の売上高が堅調に推移しました。この結果、1株当
たり純利益は市場予想並みとなりました。 

ロータス再販 
見込み 

同社は、老化等にともない心臓の大
動脈弁（血液の逆流を防止する
弁）の働きが悪くなった患者に対して
利用される「ロータス」と呼ばれる人工
の大動脈弁を開発しています。同製
品はカテーテルを利用して心臓に留置
することが可能であるため、開胸の必
要がなく、患者の身体への負担が非
常に小さく済むことから需要が見込ま
れています。同社はロータスの販売を
無期限で停止していましたが、当四
半期において2019年内の再販を見
込むと発表しています。 

医薬品 

キートルーダの
治験、良好な

結果 

同社は2018年1月に、肺がんに
対するキートルーダと化学療法剤
の併用療法の治験において良好な
結果を得たと発表しました。当該
治験の結果が市場の予想よりも早
く発表されたことから、キートルーダ
が競合薬に先行して売上を拡大す
ることができるとの見通しが強まって
います。 

 2017年10-12月期決算は売上高が前年同期比
3.1%増、1株当たり純利益は10.1%増となりました。が
ん治療薬であるキートルーダの売上高が好調でした。こ
の結果、1株当たり純利益は市場予想を上回りました。 

医療機器 

【売上高および1株当たり純利益】 
（億米ドル） （米ドル） 

（年） 

（米ドル） 

（年/月） 

【売上高および1株当たり純利益】 （億米ドル） （米ドル） 

（年） 

【株価推移】 （米ドル） 

（年/月） 

【株価推移】 

※期間：（上段）2016年～2017年（年次）、ただし、2018年、2019年は予想値、（下段）2016年2月1日～2018年2月14日（日次） 
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※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 

ヘルスケア・ 
サービス 

※上記コメントはジャナス社の見解などをもとにアセットマネジメントOne作成。 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 

エトナ（米国、組入比率：2.21％） 

 2017年10-12月期決算は、売上高が前年同期比
5.6%減、1株当たり純利益は前年同期比23.3%減とな
りました。純利益は、医療費支払いのコストが前年同期比
で増加したことなどが影響し減少しましたが、予測されてい
たものであり、市場の事前予想を上回りました。メディケア・
メディケイドの収入は堅調に推移しました。 

【売上高および1株当たり純利益】 
（億米ドル） （米ドル） 

（年） 

ファンドマネージャーからみなさまへ 

※P.9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。 
※上記は過去の情報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。 

大手ドラッグス
トアからの買収
提案に合意 

同社は当四半期に、米薬剤給付管
理会社（PBM)であり薬品小売も手
がけるCVSヘルスからの買収提案に
合意し、株価は堅調に推移しました。
実際に買収が実現するためには規制
当局の承認が必要となり、承認プロセ
スが長期化する可能性はあるものの、
市場では承認される確率が高いと見
込まれています。また仮に買収が実現
しなかった場合でも、医療保険会社と
しての高い存在感を背景に、今後も同
社業績は堅調に推移するものと考えら
れます。 

【株価推移】 （米ドル） 

（年/月） 

【2月5日の株価の騰落率（米ドルベース）】 

※期間：（上段）2016年～2019年、ただし、2018年、2019年は予想値、（下段）2016年2月1日～2018年2月14日（日次） 

※世界株式はMSCIワールド・インデックス、メディカル・サイエンス企業はMSCIワールド・ヘルスケア・インデックスを使用しています。 

176.77 

※上記見通しと運用方針は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 

 米国株式市場は2月5日に急落し、ダウ工業株30種
平均（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）の終値は前日比
1,175.21米ドル安（4.6％下落）と、過去最大の下
落幅となりました。米国株式は幅広い銘柄に利益確定の
売りが膨らみ、メディカル・サイエンス企業の株価も前日比
で3.7％下落しました。 
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□足元の米国株式市場下落について 
 米国では昨年来、堅調な景気回復が続いており、米
国株式市場は昨年後半に上昇ペースを強めましたが、
2018年に入り、短期的に調整する局面がみられるように
なりました。こうした動きは、FRB（米連邦準備制度理
事会）の金融政策が引締めに向かうなか、企業の資金
調達コストが上昇し、景気回復の腰を折るのではないかと
いう市場の警戒感を反映したものと思われます。 

 メディカル・サイエンス企業は成長株が多く、値動きが比
較的大きいことから、株価が大きく下落しました。しかしな
がら、今回の急落は企業のファンダメンタルズが要因では
ないと考えられることから、業績が良好な銘柄の株価は反
発するものとみられます。 
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※上記は個別銘柄の売買を推奨するものではありません。また、当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 
※上記コメントはジャナス社の見解などをもとにアセットマネジメントOne作成。 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 

※P.9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。 
※上記は過去の情報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。 

※上記見通しと運用方針は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 

 もちろんこうした好材料だけではなく、リスク要因も存在しま
す。例えば、アマゾン・ドット・コムやJPモルガン・チェースが
従業員の医療コスト削減のために共同で企業を設立する
と発表したように、高額の医療費効率化に向けた取り組み
は加速する兆しがあり、変化に対応できない企業は競争か
ら脱落していく可能性があります。長期的な企業間の優劣
を見極める目が一層重要になると考えられるなかで、当ファ
ンドでは引き続き、徹底した企業分析に基づく銘柄選択に
注力していく方針です。 

 メディカル・サイエンス企業の業界では、技術革新の進
展を背景に、「いまだ満たされていない医療ニーズ」に対
応する新薬の開発が加速しています。FDA（米食品医
薬品局）による2017年の新薬承認件数は前年比で約
2倍となっており、新薬承認の迅速化が医薬品開発を後
押ししています。また、2017年末に成立した税制改革法
は、企業業績の改善へ寄与するだけではなく、法人税減
税の恩恵による余剰資金を活用したM&Aを活発化させ
る可能性もあります。 

 2017年10-12月期のメディカル・サイエンス企業の決
算は、前四半期に続いて堅調な結果となりました。前年
同期に業績が極端に低迷していたエネルギーや素材と
いったセクターの改善が米国株式市場全体の収益伸び
率を押し上げたため、メディカル・サイエンス企業の決算は
全産業平均に及ばなかったものの、事前の市場予想を
上回る前年同期比約6％の増収・約8％の増益を確保
した模様です。当ファンドが注目しているバイオテクノロジー
分野においても、新薬の貢献により数多くの企業が高成
長を続けています。 

□今期の決算について 

ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されていま
す。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セク
ターを正確に代表する能力に関して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、ダウ・ジョーンズ工業株価平均のいかなる過誤、遺漏、
または中断に対しても一切責任を負いません。 
MSCIワールド･インデックスおよびMSCIワールド・ヘルスケアインデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その
他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 

【米国の新薬承認件数】 

※期間：2008年～2017年（年次） 
出所：FDA（米食品医薬品局）のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

（件） 

【(ご参考)当ファンドの組入上位10銘柄】 

※2018年2月14日時点 
※比率は組入株式評価額に対する割合です。 
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順位 銘柄 国・地域 業種 組入比率(%)

1 アストラゼネカ 英国 医薬品 3.21

2 イーライリリー・アンド・カンパニー 米国 医薬品 2.71

3 サノフィ フランス 医薬品 2.68

4 ヒューマナ 米国 ヘルスケア・サービス 2.49

5 シャイアー ジャージー バイオテクノロジー 2.46

6 セルジーン 米国 バイオテクノロジー 2.40

7 バイオジェン 米国 バイオテクノロジー 2.34

8 アンセム 米国 ヘルスケア・サービス 2.33

9 ボストン・サイエンティフィック 米国 医療機器 2.28

10 エトナ 米国 ヘルスケア・サービス 2.21
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分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

メディカル・サイエンス・ファンド（愛称：医療の未来） 

2018年2月14日時点 

（設定日：2014年8月1日） 
※1 期間：2014年7月31日～2018年2月14日（日次） 
※2 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ものと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。 
※3 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。 

基準価額・純資産総額 

※基準価額は1万口当たり。 

騰落率（税引前分配金再投資） 

※1 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。 

※1 分配金は1万口当たり。 
※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。 

分配金実績（税引前)  

運用実績の推移 

（円） （億円） 

（年/月/日） 

6 

※P.9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。 

基準価額 10,149円

純資産総額 485億円

1ヵ月 3ヵ月 1年 設定来

-5.85% -0.03% 8.37% 35.34%

第1期 (2015.01.23) 0 円

第2期 (2015.07.23) 3,000 円

第3期 (2016.01.25) 0 円

第4期 (2016.07.25) 0 円

第5期 (2017.01.23) 50 円

第6期 (2017.07.24) 800 円

第7期 (2018.01.23) 200 円

設定来累計分配金 4,050 円
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※P.9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。 

この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。

○

○

(*)株式の運用およびそれに付随する為替取引を指します。

○ 原則として、対円での為替ヘッジは行いません。

※ 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。

○ 株価変動リスク…………

○ 為替リスク………………

○ 業種および個別…………

銘柄選択リスク

○ 信用リスク………………

○ 流動性リスク……………

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)

運用に当たっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部(*)を委託します。

主として成長性の高い世界のメディカル・サイエンス企業の株式に投資します。

・メディカル・サイエンス企業とは、バイオテクノロジー、医薬品、医療機器、ヘルスケア・サービスなどに関連する企業
 を指します。
・医療技術の進歩や新興国の生活水準の向上に伴い、急速な拡大が期待される医療需要をとらえて成長する世界の
 メディカル・サイエンス分野に着目します。

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。

当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。

当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想
される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因
となります。

当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十
分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できない
ことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。

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）

当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価
額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資
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。また、投資
信託は預貯金と異なります。

当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響
を受けます。このため為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が
下がる要因となります。

なお、基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。その他の留意点など、くわしくは投資信託説明書(交付目論見
書)をご覧ください。

当ファンドは、業種および個別銘柄の選択による投資を行いますので、株式市場全体の動向から乖
離することがあり、株式市場が上昇する場合でも当ファンドの基準価額は下がる場合があります。
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※P.9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。 

販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

購入申込受付日の翌営業日の基準価額（基準価額は1万口当たりで表示しています。）

販売会社が定める期日までにお支払いください。

販売会社が定める単位

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当日分のお申込みとします。

2029年7月19日まで（2014年8月1日設定）

・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合

・受益権口数が10億口を下回ることとなった場合

・やむを得ない事情が発生した場合

毎年1月および7月の各23日（休業日の場合は翌営業日）

年2回の毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

●投資者が直接的に負担する費用

購入価額に、3.24％（税抜3.00％）を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。

ありません。

ありません。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

購入・換金申込不可日 以下のいずれかに該当する日には、購入・換金のお申込みの受付を行いません。

・ニューヨーク証券取引所の休業日　　　・ニューヨークの銀行の休業日

お申込みメモ（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）

課税関係

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの

受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

購入単位

購入価額

購入代金

換金単位

換金価額

換金代金

申込締切時間

繰上償還

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付

の中止および取消し

信託期間

決算日

収益分配

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.944％（税抜1.80％）
（信託報酬）

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によっては、どちらか

一方のみの取扱いとなる場合があります。詳細は販売会社までお問い合わせください。

その他の費用・手数料

運用管理費用

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保管等に要する費

用、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用　　等

※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことがで

きません。

換金手数料

信託財産留保額

購入時手数料

以下の手数料等の合計額、その上限額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

ファンドの費用（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）

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア

NISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。
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　投資信託は、

　①

　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。

○

○

○ 当資料における内容は作成時点（2018年2月28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。

◆

○

○

○

投資信託ご購入の注意

当資料のお取扱いについてのご注意

収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる場合があります。した

がって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型

投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算

期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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。

当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）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。

収益分配金に関する留意事項 ◆

◆委託会社および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

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
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください
＜投資顧問会社＞ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー

◆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/
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○印は協会への加入を意味します。 2018年2月28日現在

●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。
＜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）

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 ○ ○ ○

株式会社北海道銀行 登録金融機関　北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社群馬銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社横浜銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

株式会社北越銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第48号 ○ ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関　北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社三重銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第11号 ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関　近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社佐賀銀行 登録金融機関　福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第34号 ○ ○ ○

株式会社大東銀行 登録金融機関　東北財務局長（登金）第17号 ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第56号 ○

朝日信用金庫 登録金融機関　関東財務局長（登金）第143号 ○

岐阜信用金庫 登録金融機関　東海財務局長（登金）第35号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

日本アジア証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第134号 ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2938号 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者　東北財務局長（金商）第37号 ○

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第20号 ○

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 ○ ○ ○ ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第170号 ○

浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第1977号 ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者　中国財務局長（金商）第8号 ○


