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第6期分配金
2019年7月22日

1,000円
（1万口当たり、税引前）

投資信託に関する留意事項
●投資信託は預金・貯金ではありません。
●日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申し込みの媒介（金融商品仲介行為）を行います。日本郵便株式会社は金融商品
仲介行為に関して、株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有価証券をお預かりしません。

●当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。投資信託取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず
内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
●投資信託説明書（交付目論見書）はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資信託窓口にて用意しております。ただし、インターネット専用ファンドの
投資信託説明書（交付目論見書）はインターネットによる電子交付となります。

●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。投資信託は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。

ファンドの特色
主として新光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
わが国の小型株に投資し、投資信託財産の成長を目指します。

実質株式組入比率は原則として80％程度以上とします。
ただし組入銘柄の投資比率調整を行った結果、当該比率を下回ることがあります。

原則として、年1回（毎年7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。

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、ジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、各取引所第二部上場株式および第一部
上場の小型株＊を主要投資対象とします。
※各取引所第一部上場の中型株＊に一部で投資することがあります。
＊原則として、第一部上場の小型株についてはTOPIX Small、第一部上場の中型株についてはTOPIX Mid400に属する銘柄とします。なお、当該
小型株・中型株の区分は、今後変更になる場合があります。　

※期間：2013年8月2日（設定日）～2019年7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。
※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。

※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。

※運用状況により分配金額は変動します。また、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。
したがって、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。

設定来の運用実績
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2019年7月22日時点
基準価額　15,575円

第1期～第6期の
分配金累計

（1万口当たり、税引前）
6,000円

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 純資産総額（右軸）
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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。
当ファンドの基準価額の変動要因となる主な投資リスクは次のとおりです。
株価変動リスク／流動性リスク／信用リスク／金利変動リスク　など
※基準価額の変動要因（投資リスク）は、上記に限定されるものではありません。詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）にてご確認ください。
【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。

使用期限：当資料は、2019年7月決算の分配金額をお知らせするものです。当資料の使用は次回資料の使用開始日までとしてください。

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。

ファンドの投資リスク

委託会社その他関係法人
委託会社：アセットマネジメントOne株式会社　受託会社：三菱UFJ信託銀行株式会社　販売会社：株式会社ゆうちょ銀行

■投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは ■設定・運用は

［金融商品取引業者］　アセットマネジメントOne株式会社
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
アセットマネジメントOne 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
ホームページアドレス  http://www.am-one.co.jp/

［登録金融機関（販売取扱会社）］
株式会社ゆうちょ銀行
関東財務局長（登金）第611号
［加入協会］　日本証券業協会

お申込み、取扱店舗等の照会については、
株式会社ゆうちょ銀行投信コールセンターへ
投資信託コールセンター【通話料無料】

ハロー ハロー ヨイトーシン

0800-800-4104
受付時間／月曜日～金曜日 午前9時～午後6時
(ただし、祝祭日、12月31日～1月3日を除きます。)
https://www.jp-bank.japanpost.jp/

［金融商品仲介業者］ 日本郵便株式会社
関東財務局長（金仲）第325号

お申込みメモ（ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。）
購 入 単 位 販売会社が定める単位

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 価 額
販売会社が定める単位換 金 単 位
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 価 額
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。換 金 代 金
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。換 金 制 限

2023年7月20日まで（2013年8月2日設定）信 託 期 間
受益権口数が10億口を下回った場合等には、償還することがあります。繰 上 償 還
毎年7月20日（休業日の場合には翌営業日）決 算 日
毎決算日に収益分配方針に基づき、収益分配を行います。
※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。収 益 分 配

当ファンドは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。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」
の適用対象です。

※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。

課 税 関 係

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・換金のお申込みの受付を取り消す場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

お客さまにご負担いただく手数料等について

購入時手数料
購入価額に3.24％＊（税抜3.0％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額となります。
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。
＊消費税率が10％になった場合は、3.30％となります。

そ の 他 の
費 用・手 数 料

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が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料については、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
を表示することができません。

換金時手数料 ありません。
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とします。

ご購入時

ご換金時

※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。

保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）
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1.728％＊（税抜1.6％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率1.760％となります。

下記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳細については、投資信託説明書
（交付目論見書）をご覧ください。
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日 本 小 型 株 投 資 の 魅 力

※2019年1月末時点
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

※大型株：時価総額上位50%、中型株：時価総額中位35%、小型株：時価総額下位15%と定義。
下図は日本の株式市場のイメージを捉えて頂くことを目的とした図であり、下図における大型
株・中型株・小型株の定義は当ファンドで使用しているものとは異なります。
※当ファンドおよびマザーファンドにおいては、ジャスダック上場株式、東証マザーズ上場株式、
各取引所第二部上場株式および第一部上場の小型株を主要投資対象とします。また、各取
引所第一部上場の中型株に一部で投資することがあります。

見通しと注目テーマ
■小型株の見通しは？
人工知能（AI）やモノのインターネット化（IoT）など新しい技術の普及から、小型株に属する企業が活躍
の場を広げています。また、働き方改革や日本の人口の高齢化がもたらす社会構造の変化も、小型株
に属する企業にとって事業機会の拡大に繋がるとみています。　　　　
また、多くの企業は為替や原油価格の動向など、海外の影響を直接受けにくく、企業自らが需要を
開拓していくことで、今後も収益を拡大させていくものとみています。

■注目しているテーマは？
新しい需要の拡大が見込まれる技術に注目しています。例えば人工知能は、次世代自動車、第5世代
通信（5G）、ロボットなどの技術と結びつき、新しい世の中をつくりだすと考えています。
また、今後想定されている高齢化などの時代を見据えて、再生医療、医療・福祉関連サ－ビスといった
ヘルスケア分野にも注目しています。

日本の株式市場
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大型株

企業の発掘
02

小型株というのは、一般的に時価総額の小さい銘柄を
指します。時価総額下位15％にあたる銘柄数は、3,000
以上もあります。

魅力

ラッセル野村 小型インデックス、ラッセル野村 中型インデックス、ラッセル野村 大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、ラッセル野村 小型インデックス、ラッセル
野村 中型インデックス、ラッセル野村大型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、ラッセル野 村 小型インデックス、ラッセル野村 中型インデックス、ラッセル野村 大型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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。

ファンド
マネジャーに
聞いてみました

※上記の見解は作成時点のものであり、予告なく変更される場合があります。

日 本 小 型 株 投 資 の 魅 力

「新光日本小型株ファンド（愛称：風物語）」は、主として、わが国の小型株から、
4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄を発掘し投資を行うファンドです。

成長期待の高い銘柄を発掘し投資する当ファンド

小型株には創業間もない企業や、独自のビジネス
モデルを持つ企業など成長期待の高い銘柄が
多く存在します。

成長性
01魅力

小型株・中型株は長期的に、大型株をアウトパフォーム
しました。特に、株価が上昇した景気拡大局面において
アウトパフォームする傾向がみられました。

パフォーマンス
03

ラッセル野村 小型インデックス、ラッセル野村 中型インデックス、ラッセル野村 大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、ラッセル野村 小型インデックス、ラッセル
野村 中型インデックス、ラッセル野村大型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、ラッセル野 村 小型インデックス、ラッセル野村 中型インデックス、ラッセル野村 大型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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※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。

※期間：1984年12月末～2019年6月末（月次）
※小型株、中型株、大型株はラッセル野村 小型、中型、大型インデックス（配当込み）を使用、1984年12月末を100として指数化。
※ラッセル野村 小型インデックス（配当込み）は当ファンドまたはマザーファンドのベンチマークではありません。
※景気局面については、内閣府の資料をもとに作成。景気循環の「谷」から「山」までの期間の表記。①1986年11月～1991年2月、②1999年1月～
2000年11月、③2002年1月～2008年2月、④2012年11月～2019年6月
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

※投資環境によってはこれらのキーワードに該当しない銘柄を一部で組入れることもあります。

景気局面と小・中・大型株の推移

魅力
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①
バブル景気

②
ITバブル

③
実感なき好景気

④
アベノミクス

小型株

中型株

大型株

リベンジ（REVENGE）
企業

新規公開（IPO）
企業

成熟産業の勝ち組
企業

地味な業種の変化
企業
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