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※当資料のお取扱いについてのご注意は、該当ページをご覧ください。

●2020年の当ファンドのパフォーマンスと騰落率

(年/月)

※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。

2020年の振り返りと今後の見通しについて

平素より、新光日本小型株ファンド（愛称：風物語）（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。

当資料では、2020年の当ファンドの運用状況および今後の見通しについてご案内します。
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による下落
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当ファンド
（分配金再投資基準価額）

2.0% 12.3% 28.2% 40.2% -32.8% 108.4%

（ご参考）
ラッセル野村 小型インデックス

（配当込み）
2.7% 4.3% 11.9% -0.6% -33.1% 48.4%

2020年2月下旬に、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動停滞への懸念などからラッセル野村 小型インデックス（以下、小型

株指数）は大きく下落しました。その後は、国内経済の活動再開を背景に徐々に値を戻す展開となりました。当ファンドでも、新型コロナウ

イルスの感染拡大の影響を受けて大きく下落したものの、社会のデジタル化推進など新しく台頭し始めた技術やサービスを提供する企業に

注目しつつ、成長性が高いと判断する銘柄に積極的に投資をした結果、コロナ・ショック*後は5月25日にコロナ・ショック前の高値水準まで

回復し概ね堅調に推移しました。12月30日に分配金再投資基準価額は最高値を更新し、コロナ・ショック時の安値から年末までの分配

金再投資基準価額の上昇率は108.4％となりました。

※期間：2019年12月30日～2020年12月30日（日次）
※2019年12月30日を100として指数化
※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。
※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。
※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。1ヵ月、 3ヵ月、 6ヵ月、年初来は2020年12月30日から
過去に遡っています。「コロナ・ショック等による下落」の期間は①2020年1月7日（コロナ・ショック前の小型株指数の年初来最高値）から②2020年3月16日まで、「コロ
ナ・ショック後の回復」は②から2020年12月30日までとしています。

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

＊当資料では小型株指数が年初来最安値を付けた3月16日をコロナ・ショック時とします。
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●組入上位銘柄のご紹介

※上記は過去の運用実績または情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
※上記は基準日における実質組入上位銘柄の紹介を目的としており、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。

※株式組入銘柄数：75銘柄
※比率は純資産総額に対する割合です。
※業種は東証33業種分類です。
※2020年12月30日時点

●組入上位10銘柄 ●業種別組入比率（%）

ラクス（組入比率：2.8％）

【事業内容】クラウドサービスの提供と人材派遣サービスなどを展開。

（年/月）

【銘柄紹介】

テレビCMでお馴染みの「楽楽清算」や「楽楽明細」と
いったクラウドサービスを、主に中小企業向けに展開し
ています。

煩雑な業務である経費精算や販売管理といったバック
オフィス業務の効率化に貢献しています。月次課金型
のビジネスモデルで顧客数が年々増加しており、中期
計画では3年間の平均年間売上高の成長率を30％
以上として掲げ、これまで順調に増加しています。

また、投資家とのコミュニケーションに積極的で、機関投
資家はもちろんのこと、個人投資家向けの説明会の開
催にも意欲的です。

※期間：2019年12月30日～2020年12月30日（日次）
※2019年12月30日を100として指数化。
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

【株価推移】

情報・通信業

239

※組入比率は2020年12月30日時点

※比率は実質組入株式全体を100とした割合です。
※業種は東証33業種分類です。
※2020年12月30日時点
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順位 銘柄 業種
組入比率
(%)

1
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 4.1

2 ウエストホールディングス 建設業 3.2

3 レーザーテック 電気機器 3.0

4 JTOWER 情報・通信業 3.0

5 ラクス 情報・通信業 2.8

6 レノバ 電気・ガス業 2.8

7
アイ・アールジャパン
ホールディングス

サービス業 2.5

8
ハーモニック・ドライブ・

システムズ
機械 2.0

9 AI INSIDE 情報・通信業 2.0

10 フリー 情報・通信業 2.0

情報・通信業

21.6 

サービス業

19.0 

電気機器

9.4 

化学

6.5 

卸売業

5.6 

その他

38.0 
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●設定来の運用実績

●ファンドマネジャーから今後の見通しについて

新型コロナウイルスの感染拡大による企業収益への影響は各国政府の政策対応により2020年4-6月期を底に
回復に向かいつつあると考えており、経済活動の正常化へ向けて動き出すものと見込まれます。各国の中央
銀行による金融緩和は当面維持されると考えられることに加え、財政政策による需要の喚起が見込まれるこ
とから、企業収益も来年度は大きく伸びると考えています。

このような環境下、日本と米国では新政権が誕生し、政策面でこれまでと違う動きが出て来ています。国内
では2050年までに温室効果ガスの発生量を実質ゼロにするとの発表が菅首相の所信表明演説であり、石化燃
料から再生可能エネルギーへの転換が行われようとしています。また、自動車販売は2030年代半ばに全車種
電動化するとの報道がありました。環境対策で様々な変化が起ころうとしています。米国でもバイデン政権
はパリ協定への復帰を宣言しており、環境分野が今後の経済成長の柱の一つとなろうとしています。このよ
うな流れを受けて、これまでの投資対象として注目してきた人工知能や次世代自動車、IoTや5Gといった分
野以外にも、再生可能エネルギー関連、電力制御や省エネ関連、蓄電池や環境を考慮した新素材といった分
野にも注目しています。

激変する環境を事業機会と捉え成長していく企業や、新しく台頭し始めた技術やサービスを提供する企業に
注目しつつ、成長性が高いと判断する銘柄に積極的に投資を行う方針です。引き続き当ファンドをご愛顧賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※上記見解は当資料の作成時点のものであり、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。※上記は過去の運用実績または情報であり、将
来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

●分配金実績

期間 分配金

2014年7月（第1期）
～

2020年7月（第7期）
各1,000円

分配金累計額 7,000円

※期間：2013年8月1日（設定日前営業日）～2020年12月30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。

（円）

（年/月）

（億円）

23,580円

37,890円

135億円
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当ファンドは、主としてマザーファンドを通じてまたは直接国内の株式に投資します。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．主として新光小型株マザーファンド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。 

◆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。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

◆当ファンドおよび新光小型株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ＴＯＰＩ Ｘ Ｓｍａｌ ｌ、第一部上場の中型株についてはＴＯＰＩ Ｘ 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。 

 

２．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。 

◆株式市場全般のバリュエーション(株価とファンダメンタルズの比較)が割高と判断する場合、実質株式組入比率を５０％程
度まで低下させることがあります。 

◆償還に備えた株式売却時ならびに収益分配金の支払いに備えるときなどは、当該比率を下回ることがあります。 

運用の特色 

・企業の財務計数についての定量基準ならびに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外した後、｢成
熟産業の勝ち組企業｣｢地味な業種の変化企業｣｢リベンジ(ＲＥＶＥＮＧＥ)企業｣｢新規公開( Ｉ ＰＯ)企業｣の４つのキーワードを
中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘します。 

※｢ボトムアップ・アプローチ｣とは、個別企業の情報に基づく調査・分析によって銘柄を選別する手法です。 

・各銘柄とも中長期的な観点からの投資を基本としますが、企業のファンダメンタルズのほか株価水準にも注目して、投資
比率の調整を行います。 

・組入銘柄については投資比率の調整(投資比率の引き下げや引き上げなど)を行います。調整にあたっては企業の経営姿勢
や業績の変化、株価水準などから総合的に判断します。 

※大量の追加設定または換金が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときなどならびに残存元本が運用
に支障をきたす水準となったときなど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。 

◆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、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。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。 

◇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｡ 
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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。 

※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、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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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

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 2023年7月20日まで（2013年8月2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10億口を下回った場合
・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7月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年1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。
※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

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、3.3％（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1.760％（税抜1.6％）
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
および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（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末ま
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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【指数の著作権等】
■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、ラッセル野村 小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。

投資信託に関する留意事項

当資料のお取扱いについてのご注意

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。

○ 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、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。

○ 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。

投資信託部門／国内中小型株式 優秀ファンド賞NISA部門／国内中小型株式 最優秀ファンド賞

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するもの
ではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、
信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連
業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の
知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2020 投資信託部門」、「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2020 NISA部門」の選考は2018、2019、2020年それぞれの3月末時点におけ
る１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2020年3月末における3年間の定量評価によるランキン
グに基づいています。

※当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
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◆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＞三菱UFJ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＞株式会社ゆうちょ銀行

◆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/

【ゆうちょ銀行】生活基盤関連株式ファンド 

 

 

 
 

 

              
 
 

 
 

 

    

 
 

 
 
 
 

 

 

[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 
 

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 

 

 ０８００
ハロー

－８００
ハロー

－ ４１０４
ヨイトーシン

 

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/ 

(通話料無料) 

投資信託コールセンター 

[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 

210108JS118534ファンド通信

〔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

〔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、取扱店舗等の照会については、
株式会社ゆうちょ銀行投資信託コールセンターへ
投資信託コールセンター
ハロー ハロー ヨイトーシン
０８００－８００－４１０４（通話料無料）

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

お申込みは 設定・運用は


