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受益者向け資料

ファンドの特色

1. 主としてわが国の上場株式の中から、相対的に成長性が高く、アベノミクス政策の成長戦

 

略（第3の矢）の恩恵を受けると判断される、中小型および新興市場株式へ投資し、投資
信託財産の成長をめざします。

2. 分配金込み基準価額（基準価額（1万口当たり）に、設定来の分配金（1万口当たり／税引

 

前）の累計額を加算した額をいいます）が、12,000円以上となった場合は、速やかに安定
運用に移行した後、繰上償還します。

3. 日本株の運用にあたっては、株式会社りそな銀行に運用の指図に関する権限を委託し
ます。

りそな・日本成長戦略株ファンド （限定追加型／繰上償還条項付）

 

愛称

 

りそなノミクスはチカラもち

「りそなノミクスはチカラもち」の基準価額の下落と今後の見通しについて

【

 

ファンドのしくみ イメージ図 】
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受益者向け資料

以下は、当ファンドの運用再委託先であるりそな銀行のコメントです。

本日（6月13日）の日本株下落について

本日の東京市場では日経平均株価が前日比800円を超える大幅下落となりました。

 

FRB

（米連邦準備理事会）の量的緩和（QE）縮小観測に伴う短期投資資金の利益確定売りが引き続き

下げの主因と考えられます。当ファンドの同日の基準価額は8,532円と前日比397円安（-4.4％）と

なりました。

1)

 

本日の日経平均株価の下げ幅は5月23日の1,143円安に次ぎ今年2番目の下げ幅です。

ただ、以下テーブルに示すとおり、東証1部の売買代金は2兆7,000億円弱と直近2回の下落時

に比べ大きく減少しており、利益確定売りが峠を越しつつあることがうかがえます。

2)

 

また、日経ジャスダック指数や東証マザーズ指数は1％台の下落にとどまっており、先行して

 

調整してきた新興市場はここ数日落ち着きを取り戻しつつあります。

3)

 

本日の下げについては、明日14日に先物・オプションの清算日（SQ）を控え、日経平均株価、

 

TOPIXを対象とした先物・オプション主導の下げであったと考えられ、SQを通過すれば先物・

 

オプションのポジション解消売りは少なくとも一旦峠を越える見通しです。

19日（日本時間20日未明）に発表されるFOMC（米連邦公開市場委員会）声明文とそれに続く

バーナンキFRB議長の記者会見内容が明らかになるまでは世界的に神経質な相場展開が続

く可能性がありますが、そこで早期の量的緩和縮小方針が示されない限り（その可能性は極め

て小さい）、売り圧力は沈静化に向かうものと見ています。
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アベノミクスの成長戦略について

 

安倍首相は5日、成長戦略の第3弾を発表しました。第1弾（4月19日）、第2弾（5月17日）と合わ

 

せアベノミクスの第3の矢である『成長戦略』の概要が出揃いました。メディア報道では「小粒」

 

「力不足」との論評が目立ちます。各分野ごとに達成すべき指標（KPI＝Key Performance 

Indicator）を明確にした点は評価できますが、実現のための施策については具体策に欠けると

 

いう評価が妥当でしょう。例えば「3年間で設備投資を10％増の70兆円に」や「2020年に外国企

 

業の対日直接投資残高を2倍の35兆円に拡大」には法人税の引き下げが決め手になるはずで

 

すが、結局、今回の発表では見送られました。参院選を前に政治的に微妙な施策はあえて避け

 

られた形です。

 

ただ、これで成長戦略が終わったわけではありません。政府は成長戦略を具体化する産業競

 

争力強化法（投資減税など含む）を秋の臨時国会に提出する予定です。安倍首相の言葉を借り

 

れば、今週14日に閣議決定される成長戦略は一つの通過点で、いわば「成長戦略シーズン１」と

 

の位置付けです。「成長戦略シーズン２」がこの後直ぐにスタートする見通しです。

当ファンドの組入銘柄について

当ファンドにおいては、アベノミクス政策の恩恵を享受できる中小型・新興市場の銘柄へ重点

 

投資を行っております。株式市場全体が大きく下落する中、多くの銘柄においては、これまでの

 

期待感の剥落もあり厳しいパフォーマンスとなっておりますが、このような局面においても、良好

 

な決算が確認された企業や今後の成長期待の高い銘柄においては堅調な収益率となっており

 

ます。

銘柄コード 銘柄名 直近組入比率 設定来騰落率

1407 ウエストホールディングス 0.9% ＋33.0%

5233 太平洋セメント 2.5% +12.9％

（ウエストホールディングス概要）

住宅リフォーム事業から出発、太陽光発電システムを中心とした事業を幅広く展開。家電量

 

販店とのアライアンスを通じたスマートグリッドの推進等、一層の事業拡大が期待されます。

（太平洋セメント概要）

セメント国内 大手。震災復興や社会資本の更新投資でセメント需要の中期的な拡大が期待

 

されます。がれき処理技術の高さも評価されています。
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今後の運用方針

当ファンドでは、引き続き、相対的に成長性が高く、アベノミクス政策の成長戦略の恩恵を

 

受けると判断される中小型および新興市場株式への投資を継続します。ただし、安倍政権発

 

足以降の一本調子の株価上昇が急速に調整に転じたことで、テーマ株物色中心の相場から

 

企業業績の持続性に注目した相場展開が今後予想されます。そうしたなか、アベノミクスに

 

よる成長戦略を視野に入れつつ、株価水準と業績を重視した銘柄選択に注力します。また、

 

これまで中期的な成長性は高いものの、株価が割高で購入・買い増しを見送っていた銘柄に

 

ついても、足元の株価下落で投資チャンスが出てきており、それら銘柄への投資にも積極的

 

に取り組んでいきます。
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①

 

価格変動リスク

②

 

信用リスク

③

 

流動性リスク

株式は、国内および国際的な政治・経済情勢・市況等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に株式市場

 

が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損
失を被ることがあります。

株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息

 

または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、株価が大幅に下落するこ

 

とがあります。ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損
失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために株式を市場で売却した

 

結果、市場にインパクトを与えることがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落すること
があります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。

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。

●ファンドの繰上償還
分配金込み基準価額※（1万口当たり）が一定水準（12,000円）以上となった日の翌営業日から組入株式を売却し、わが国の短期有価証券ならびに短

 

期金融商品等による安定運用に切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。一定水準（12,000円）とは、あくまでも安定運用に切

 

り替えるための価額水準であり、基準価額および償還価額が12,000円以上となることを示唆または保証するものではありません。株式売却の際に発

 

生する売買委託手数料等や市況動向等により、基準価額もしくは償還価額が12,000円未満となることがあります。流動性等により、保有銘柄の売却

 

が速やかに行えない場合等があるため、分配金込み基準価額が12,000円以上となってから繰上償還が行われるまでに日数を要することがあります。
また、分配金込み基準価額が12,000円以上となってから満期償還日までの期間が短い場合には、繰上償還を行いません。
※分配金込み基準価額とは基準価額（1万口当たり）に、設定来の分配金（1万口当たり／税引前）の累計額を加算した額をいいます。

その他の留意点

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

購入時手数料

購入総金額に応じて下記料率を購入価額に乗じて得た金額となります。収益分配金の再投資の際には購入時手数料はかかりません。

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3％を乗じて得た金額とします。

運用管理費用
（信 託 報 酬）

純資産総額に対して年率1.7325％

 

(税抜1.65％

 

)を乗じて得た金額とします。

その他の費用・

手 数 料

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（特定資産の価格等の調査に要する諸費用、監査費用（年率0.01％（税

 

込）、上限500万円／回（税込）（交付目論見書作成日現在））、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有

 

価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等、および当該費用にかかる消費税等に相当

 

する金額を含みます）、受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。交付目

 

論見書作成日現在、当該諸費用の金額の上限は、固定率にて年0.1％（税込）を投資信託財産の純資産総額に乗じて得た額です。
また、有価証券売買時の売買委託手数料および組入資産の保管費用などの諸費用がかかります。

※その他の費用・手数料の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ファンドは、主として国内株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保

 

証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運

 

用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

購入総金額 手数料率

3,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

3,000万円以上5,000万円未満 2.10%（税抜 2.0%）

5,000万円以上1億円未満 1.05%（税抜 1.0%）

購入総金額 手数料率

1億円以上3億円未満 0.525%（税抜 0.5%）

3億円以上 なし

受益者向け資料

当初申込期間：1口当たり1円とします。

継続申込期間：購入申込受付日の基準価額とします。
購 入 価 額

10万円以上1円単位とします。購 入 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とします。換 金 価 額

年1回。毎年4月25日（休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配金の「再投資」を選択した場合、
税引後無手数料で再投資されます。

収 益 分 配

平成25年4月30日（設定日）～平成30年4月25日信 託 期 間

当初申込期間：平成25年4月15日から平成25年4月26日

継続申込期間：平成25年4月30日から平成25年9月30日

・継続申込期間において、基準価額が12,000円以上となった日の翌営業日以降は、購入のお申込みはできません。

（注）当ファンドは信託金が限度額である200億円に到達する見込みとなったため、平成25年5月14日以降の新規の購入のお申込みの

受付を停止しております。

購入の申込期間

当初申込期間：1口当たり1円とします。

継続申込期間：購入申込受付日の基準価額とします。
購 入 価 額

10万円以上1円単位とします。購 入 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とします。換 金 価 額

年1回。毎年4月25日（休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づいて分配を行います。収益分配金の「再投資」を選択した場合、
税引後無手数料で再投資されます。

収 益 分 配

平成25年4月30日（設定日）～平成30年4月25日信 託 期 間

当初申込期間：平成25年4月15日から平成25年4月26日

継続申込期間：平成25年4月30日から平成25年9月30日

・継続申込期間において、基準価額が12,000円以上となった日の翌営業日以降は、購入のお申込みはできません。

（注）当ファンドは信託金が限度額である200億円に到達する見込みとなったため、平成25年5月14日以降の新規の購入のお申込みの

受付を停止しております。

購入の申込期間
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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。

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、分配金の一部または全部が、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。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。

当資料は、「りそな・日本成長戦略株ファンド（限定追加型／繰上償還条項付）（愛称：りそなノミクスはチカラもち）｣の商品内容

 

説明資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料です。当資料に記載したコメントは、将来を保証するものではなく、

 

資料作成時点における当社の見解や予想であり、将来の経済・市場環境、政治情勢等の変化により予告なく変更することがあ

 

ります。当資料に記載したデータは資料作成時点のものであり将来の傾向、数値等を示唆するものではありません。購入のお

 

申込みを行う場合には、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）を必ずお受取りいただき、商品内容、リスク等の詳細
をご確認の上、ご自身のご判断でお申込みください。

《投資信託ご購入時の注意点》
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象とはなりません。●投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護

 

の対象とはなりません。●銀行を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●投資信託の

 

設定・運用は委託会社が行います（銀行は販売の窓口となります）。●投資信託は値動きのある証券（外貨建資産には為替変

 

動リスクがあります）に投資するため、運用実績は市場環境等によって変動します。したがって、投資元本および分配金が保証

 

された商品ではありません。●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
●投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

≪当資料のお取扱いについてのご注意≫

6/6

販売会社一覧（業態別・五十音順）

収益分配金に関する留意事項

一般社団法
人金融先物
取引業協会

一般社団法
人投資信託
協会

一般社団法
人第二種金
融商品取引
業協会

金融商品取引業者等

一般社団法
人日本投資
顧問業協会登録番号

日本証券業
協会

株式会社 近畿大阪銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○

○株式会社 りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号 ○

受益者向け資料
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