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企業価値成長小型株ファンド 愛称：眼力 
追加型投信／国内／株式 

販売用資料 
2019年1月15日 

パフォーマンス推移と小型株投資の魅力 

1 

※期間：2016年2月26日（当ファンド設定日の前営業日）～2018年12月28日（日次） 
※上段のグラフは2016年2月26日の値を10,000として指数化しています。 
※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。 
※上記で使用している各種指数は小型株ないし株式市場の動向を示す代表的な指数として表示しているものであり、当ファンドのベンチマークではあり
ません。 

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 

ガンリキ 

 平素は、「企業価値成長小型株ファンド（愛称：眼力）」（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。本資料では、当ファンドの足もとのパフォーマンスの推移と、国内小型株投資の魅力
について御案内致します。 

【騰落率実績（基準日：2018年12月28日）】 

当ファンドのパフォーマンスについて 

【当ファンドと主要株価指数の推移】 

※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。 
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企業価値成長小型株ファンド  愛称：眼力 
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※上記は過去の運用実績または過去の時点における見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

小型株の魅力について 

【小型株のEPSと株価推移】 

【2019年規模別EPS成長予測】 

●直近10年をみると、小型株は良好なパフォーマンスを示しています。 EPS（一株当たり利益）についても、大型株、中型株
よりも高い利益成長が期待されており、今後更なる成長が見込まれます。 

●投資効率の観点でも、小型株はTOPIX（東証株価指数）を上回るリスク・リターン特性となっています。 

※期間：【小型株のEPSと株価推移、規模別リスク・リターン比較】2008年12月末～2018年12月末（月次）、【2019年規模別EPS成長予測】2018年
12月末時点の数値と2019年12月末予測値を比較 

※大型株：TOPIX100、中型株：TOPIX Mid400、小型株：TOPIX Smallの配当込み指数を使用しています。 
※上記で使用している各種指数は参考として表示しているものであり、当ファンドのベンチマークではありません。 
※リスクは、計算期間中の平均的なリターンからどれくらいかい離するか、値動きの振れ幅の度合いを示したもので、月次騰落率の標準偏差を、リターン
は期間騰落率をそれぞれ年率換算して算出しています。 

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 

【規模別リスク・リターン比較（年率）】 
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企業価値成長小型株ファンド  愛称：眼力 

 ファンドマネジャーの関口です。昨年12月以降、国内外の金融市場が大荒れとなるなか、当ファンドの基準価額も調整

しております。受益者のみなさまにおかれましては、ご不安、ご心配もあると思います。改めて、運用環境や運用方針に

ついての考えをお伝え致します。 

 

【足もとの運用状況】 

 

○国内株式市場の動向 

 国内株式市場は、米中貿易摩擦問題、米国の金融政策、英国のEU（欧州連合）離脱問題、世界景気の減速、米国政府機

関の閉鎖などのマイナス要因に身構える形で調整していますが、これらのマイナス要因は既に周知であり、株価指標など

から株価への織り込みが進んでいると考えています。一方、今後のプラス要因としては、米国の利上げ停止、中国の景気

刺激策による下支え効果、米国大統領選挙の勝利に向けたトランプ政権の景気に配慮した政策、原油価格の下落や消費増

税に向けた政策などの直接、間接的な影響による“国内景気の底堅さ”を想定しており、株式市場に織り込まれると見込ん

でいます。国内株式市場全体では、マイナス要因やプラス要因を消化しながら落ち着きどころを探る展開で、短期的には

反発も想定されます。ただし、世界情勢のリスクは根が深いことから、株式市場全体は上値の重たい状況になると想定し

ています。 

○運用状況 

 積極的に企業取材などの調査活動をするなか、投資魅力の高い企業に出会っており、新規の投資を行っています。また、

経済環境や世界情勢の先行きから、業績に不安が出てきている企業の売却を行う一方、堅調な成長が期待できるにも拘ら

ず株価が調整局面にある企業の買い増しを行っております。 

 

【今後の運用方針】 

  

 当ファンドでは、既に、米国の政策金利引き上げによる景気減速や貿易摩擦を想定して運用しております。株式市場全

体は上値が重たい状況にあると考えていることから、景気動向や直近のマイナス要因の影響を受けにくい成長企業に注目

が集まり個別物色される展開になっていくと想定しています。日本社会は、テクノロジーの進化により第4次産業革命とい

われるような変革・成長期にあると考えており、さらに人口減少・少子高齢化を背景に、新しい企業やビジネスが急速に

出てきている状況ととらえています。大企業が新しいテクノロジーを持つスタートアップ企業との提携などを積極的に

行っているとのニュースも、その裏付けではないかと感じており、引き続き将来性の高い企業へ積極的に投資を行いたい

と考えています。 

 現状、このような投資魅力の高い企業も含めて株価が調整局面にありますが、投資魅力の高い企業への入れ替えを進め、

基準価額の回復に努めていきたいと考えています。 

 

 

順位 銘柄名 業種 比率 

1 チームスピリット 情報・通信業 3.8% 

2 オイシックス・ラ・大地 小売業 3.3% 

3 サンバイオ 医薬品 3.2% 

4 アルファポリス 情報・通信業 3.0% 

5 ＵＵＵＭ 情報・通信業 3.0% 

6 ビジョン 情報・通信業 2.9% 

7 ジャパンエレベーターサービスホールディングス サービス業 2.7% 

8 イトクロ サービス業 2.7% 

9 ＡＬＢＥＲＴ 情報・通信業 2.7% 

10 オロ 情報・通信業 2.6% 
 

（組入銘柄数：58銘柄） 
※組入上位10銘柄の比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。 
※業種は東証33業種分類を使用しています。 
※個別銘柄を推奨するものではありません。また、上記銘柄のファンドにおける将来の保有を示唆・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過去の時点における見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

【ファンドマネジャーのコメント】 

【組入上位10銘柄（2018年12月末時点）】 

足もとの運用状況と今後の運用方針について 

※上記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予告なく変更される場合があります。 
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企業価値成長小型株ファンド  愛称：眼力 

 

当ファンドは、主として国内の株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資します。実質的に組み入れた株式の値動きなどの影響により基準価額が変動しますので、これ
により投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。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、当ファンドは元本が保証されてい
るものではありません。 

 

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) 

  

１．主として企業価値成長小型株マザーファンド(以下｢マザーファンド｣という場合があります｡)を通じて、わが国の小型株に実質的
に投資を行います。 

◆当ファンドの運用は｢ファミリーファンド方式｣で行います。 

◆当ファンドおよびマザーファンドにおいては、わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含む。以下同じ｡)している小
型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場している株式を主要投資対象とします。 

◆マザーファンドの組入比率については、原則として高位とすることを基本とします。 
※原則として、第一部上場の小型株については、取得時においてTOPIX SmallまたはRussell/Nomura Small Capインデックスに属する銘柄とします。 

 

２．小型株市場の中から、利益成長による将来のＲＯＥ水準やその改善に着目し、企業価値の成長が見込める銘柄を選定する
ことにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 

◆銘柄選定にあたっては、利益成長による将来のＲＯＥの水準や改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、
期待される投資収益率なども勘案して決定します。 
※ＲＯＥ(株主資本利益率)とは、資本金などの株主資本を使っていかに効率的に利益をあげているかを表す指標です。 
※マザーファンドの組入銘柄数は約３０～６０銘柄としますが、投資環境や資産規模により、異なる可能性があります。 

◆流動性、想定するリスク・リターンや投資シナリオの確度の高さなどを考慮し、個別銘柄の投資比率を調整します。 

◆株式の組入比率は、上記の方法により選定される銘柄の数や各銘柄への投資比率により決定されます。 
 

当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります｡ 

 

３．原則として、年２回(毎年２月、８月の各月２０日。休業日の場合は翌営業日｡)の決算時に、収益の分配を行います。 

◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます｡)などの全額とします。 

◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない
ことがあります。 

◆原則として、分配前の基準価額が１万円を超えていた場合、超過額の２分の１程度を目処に分配原資の範囲内で分配します。 

※当ファンドの基準価額が運用期間中に必ず１万円以上になることを示唆、保証するものではありません。また、当ファンドは元本が保証されたものではありま

せん。 

◆分配前の基準価額が１万円を超えていない場合、原則として分配は行いません。 

◇運用状況により分配金額は変動します。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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企業価値成長小型株ファンド  愛称：眼力 

 

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、値動きのある有価証券等に投資しますので、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。 

株価変動リスク 
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状
況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合には
その影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性
があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファン
ドの基準価額が下落する可能性があります。 

信用リスク 

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価
値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低
下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。
これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

金利変動リスク 
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
公社債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

※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。 

 

当ファンドへの投資に伴う主な費用は購入時手数料、運用管理費用（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。 

 

 

 

 

 

 

 

◆収益分配金に関する留意事項◆ 

○投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額
相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 

○分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合がありま
す。その場合、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。また、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。 

○投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があり
ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 
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企業価値成長小型株ファンド  愛称：眼力 

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）

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝1円）

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

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

申込締切時間 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。

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

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、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・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信託期間 2026年2月20日まで（2016年2月29日設定）

繰上償還
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。

・受益権の総口数が30億口を下回った場合

・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

決算日 毎年2月および8月の各20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 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。

※お申込コースには、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」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。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

※原則、収益分配金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。

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）

●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3.0％）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。

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を、換金時にご負担いただきます。

●投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用

（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.566％（税抜1.45％）

※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

その他の費用・手数料
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

監査費用は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※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。

下記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。
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企業価値成長小型株ファンド  愛称：眼力 

【指数の著作権等】 
●東証株価指数（TOPIX）、TOPIX 100インデックス、TOPIX Mid400インデックス、TOPIX Smallインデックスは、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は、㈱東京証券取引所が有しています。 

●「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日
経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 

●JASDAQインデックスは、㈱東京証券取引所及びそのグループ会社（以下、「東証等」という。）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・ノウハウは東証等が所有しています。 

●ラッセル野村小型インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社およびFrank Russell Companyに帰属します。なお、野村
證券株式会社およびFrank Russell Companyは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するもの
ではなく、対象インデックスを用いて行われる委託会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 

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

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。

○ 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。

○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（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。

◆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/
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企業価値成長小型株ファンド  愛称：眼力 

190108JS118587 

販売会社一覧（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） 

（2018年12月末時点） 

販売会社名 登録番号 加入協会

アーク証券株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第1号

日本証券業協会

あかつき証券株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第67号

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

池田泉州TT証券株式会社
金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第370号

日本証券業協会

永和証券株式会社
金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第5号

日本証券業協会

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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

岡地証券株式会社
金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第5号

日本証券業協会

岡安証券株式会社
金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第8号

日本証券業協会

香川証券株式会社
金融商品取引業者

四国財務局長（金商）第3号

日本証券業協会

木村証券株式会社
金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第6号

日本証券業協会

寿証券株式会社
金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第7号

日本証券業協会

静岡東海証券株式会社
金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第8号

日本証券業協会

七十七証券株式会社
金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第37号

日本証券業協会

島大証券株式会社
金融商品取引業者

北陸財務局長（金商）第6号

日本証券業協会

株式会社しん証券さかもと
金融商品取引業者

北陸財務局長（金商）第5号

日本証券業協会

新大垣証券株式会社
金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第11号

日本証券業協会

大山日ノ丸証券株式会社
金融商品取引業者

中国財務局長（金商）第5号

日本証券業協会

高木証券株式会社
金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第20号

日本証券業協会

ちばぎん証券株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第114号

日本証券業協会

西村証券株式会社
金融商品取引業者

近畿財務局長（金商）第26号

日本証券業協会

百五証券株式会社
金融商品取引業者

東海財務局長（金商）第134号

日本証券業協会

フィリップ証券株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第127号

日本証券業協会

一般社団法人金融先物取引業協会

マネックス証券株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第165号

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

三木証券株式会社
金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第172号

日本証券業協会

三津井証券株式会社
金融商品取引業者

北陸財務局長（金商）第14号

日本証券業協会

三豊証券株式会社
金融商品取引業者

北陸財務局長（金商）第7号

日本証券業協会

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

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


