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  設定来の基準価額の推移

新興国連続増配成長株オープン

追加型投信／海外／株式
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純資産総額（右軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

  基準価額 9,495 円

  純資産総額 48.1 億円

  騰落率

1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来

分配金再投資基準価額 ▲ 0.38% 3.41% ▲ 2.58% ▲ 2.55% 6.82% 99.07%

参考指数 ▲ 0.13% 3.54% ▲ 0.18% ▲ 2.67% 20.23% 152.27%

※分配金は1万口当たり、税引前です。

運用状況等によっては分配金額が

変わる場合、或いは分配金が支払

われない場合があります。

2021/12/10 0 円

2022/03/10 0 円

2022/06/10 300 円

2022/09/12 0 円

2022/12/12 0 円

設定来合計 7,750 円

　 近5期の分配金の推移

　ポートフォリオ構成比率

 新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定） 96.6%

 日本マネー・マザーファンド 0.2%

 短期金融商品・その他 3.2%

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

※基準価額は1万口当たりです。

※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくことに

なりますので、作成基準日現在、純資産総額に年率1.815%（税抜1.65%）程度を乗じて得た額となります。

※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり､将来の成果を示唆または保証するものではありません。

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の10日（休業日の場合は翌営業日）および設定日

との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、MSCIエマージング・マーケットIMIインデックス（円換算後）です。

※参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）

を乗じて算出しております。

※参考指数の騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。

※MSCIエマージング・マーケットIMIインデックスはMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知

的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。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。

設定・運用は

お客様専用フリーダイヤル ： 0 1 2 0 - 0 4 8 - 2 1 4
当社ホームページアドレス ： https://www.okasan-am.jp

当レポートは10枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/10）  552251
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＜月次運用レポート＞
2023年1月10日 現在

  新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）の状況（1） 2022年12月末現在　

新興国連続増配成長株オープン

追加型投信／海外／株式

組入上位10セクター

順位 セクター 比率

1 金融 18.3%

2 コミュニケーション・サービス 13.2%

3 情報技術 11.9%

4 生活必需品 11.7%

5 資本財・サービス 9.3%

6 素材 8.3%

7 一般消費財・サービス 7.4%

8 エネルギー 5.5%

9 不動産 5.1%

10 公益事業 4.7%

国・地域別投資比率（上位10）

順位 国・地域 比率

1 中国 32.2%

2 インド 17.5%

3 韓国 13.8%

4 台湾 12.3%

5 メキシコ 7.3%

6 インドネシア 2.9%

7 南アフリカ 2.8%

8 ブラジル 2.8%

9 フィリピン 1.4%

10 タイ 1.3%

組入上位10通貨

順位 通貨 比率

1 香港ドル 32.3%

2 インドルピー 17.5%

3 韓国ウォン 13.8%

4 新台湾ドル 12.3%

5 メキシコペソ 7.3%

6 インドネシアルピア 2.9%

7 ブラジルレアル 2.9%

8 南アフリカランド 2.8%

9 米ドル 2.0%

10 フィリピンペソ 1.5%

※各比率は「新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）」を通じた実質比率です。

※国・地域はMSCIエマージング・マーケットIMIインデックスの分類です。

（出所：ラッセル・インベストメントのデータを基に岡三アセットマネジメント作成）
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  新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）の状況（2） 2022年12月末現在　

新興国連続増配成長株オープン
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※「新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）」を通じた実質比率です。

※国・地域はMSCIエマージング・マーケットIMIインデックスの分類です。

※増配継続年数は毎年5月末時点から過去1年間における1株あたり配当金額をラッセル独自の手法により算出した結果に基づくものです。

（出所：ラッセル・インベストメントのデータを基に岡三アセットマネジメント作成）

組入上位10銘柄 （ 組入銘柄数　154 ）

順
位

銘柄名 セクター 国・地域 比率
増配
継続
年数

企業概要

1 ヒンドゥスタン･ユニリーバ 生活必需品 インド 5.7% 14年
生活用品・食品メーカー。石鹸、洗剤、パーソナルケア用品およ
び加工食品を製造、販売。アイスクリーム、食用油、肥料、ハイ
ブリッド・シードの製造も手がける。

2 アメリカ・モビル
コミュニケーション・
サービス

メキシコ 4.8% 8年
メキシコの通信サービス会社。エアタイム、市内、国内、国際長
距離電話、ブロードバンドなどの無線・有線通話サービスを提
供する。世界各地で事業を展開する。

3 招商銀行（チャイナ・マー
チャンツ・バンク）

金融 中国 4.8% 10年
商業銀行。預金業務、融資、資産管理、資産カストディ、金融
リース、投資銀行業務、およびその他の銀行サービスを提供す
る。中国内外で事業を展開する。

4 リー・ニン
一般消費財・サービ
ス

中国 4.8% 3年 スポーツ・レジャー向けフットウエア、アパレルおよびアクセサ
リーメーカー。研究、開発、製造、販売を行う。

5 リライアンス・インダスト
リーズ

エネルギー インド 4.6% 5年

石油化学品および繊維メーカー。繊維部門では、合成繊維、テ
キスタイル、混紡糸、ポリエステル・ステープルファイバーを製
造、販売。石油化学部門では、ジャムナガルに石油精製工場を
所有し、ガソリン、灯油、液化石油ガス（LPG）などを製造する。

6
中国建設銀行（チャイナ・
コンストラクション・バン
ク）

金融 中国 4.6% 5年
中国の国有商業銀行の一つ。預金、貸出、資産管理、外国為
替、その他のサービスを提供。個人・法人・およびその他の顧
客を対象に事業を展開。

7 ネイバー
コミュニケーション・
サービス

韓国 3.2% 8年

ポータルサイト運営会社。検索エンジン、オンラインゲーム、コ
ンテンツ開発を手掛けるほか、広告を通じたマーケティング
サービス、およびeコマースサービスも提供する。世界各地で事
業を展開する。

8 ウェグ 資本財・サービス ブラジル 2.8% 5年

機械メーカー。産業機械の製造および販売に従事。主な製品
は、電動モーター、電力・配電変圧器、大型モーター、直流モー
ター、発電機、駆動機器、プログラム制御器、電気式パネル、
および電気部品など。

9 テルコム・インドネシア
コミュニケーション・
サービス

インドネシア 2.8% 3年
電気通信会社。電話、テレックス、電報、衛星、リース回線サー
ビスなどの国内電気通信サービスを提供する。電子郵便、移動
通信、携帯電話サービスも手掛ける。

10
チャイナ・オーバーシー
ズ・ランド・アンド・インベ
ストメント

不動産 中国 2.4% 5年
中国政府系不動産デベロッパー。不動産開発・投資、ビル建
設、国債やインフラ・プロジェクトへの投資に従事。土木工事、
基礎工事、不動産仲介業、管理サービスも手掛ける。
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新興国連続増配成長株オープン
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※ 今後の運用方針等は、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。また、市場環境等についての評価、

分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

※以下は、「新興国連続増配成長株ファンド（適格機関投資家限定）」の運用会社であるラッセル・インベストメントの
   前月末時点の情報を参考に作成しております。

　12月の新興国株式市場は、上旬は中国で新型コロナウイルスを徹底的に抑え込む「ゼロコロナ」政策の緩和が
発表され、景気回復が期待されたことが支援材料となったものの、世界的なインフレ高止まりや、ロシアのプーチ
ン大統領が「世界で核戦争の脅威が高まっている」と発言、核先制使用の可能性を否定しなかったことなどが懸
念材料となり、一進一退の展開となりました。中旬以降は、欧米の主要中央銀行が継続的な利上げを示唆したこ
とを背景に利下げ期待が後退したことや、中国で同ウイルス感染者数が急拡大し、同国の景気や世界的なサプラ
イチェーンへの影響が懸念されたことなどから、弱含みの推移となりました。

　国別で見ますと、中国は、上旬は「ゼロコロナ」政策の段階的な緩和が発表されたことや、不動産業界に対する
政策支援が期待されたことなどを背景に上昇しました。中旬以降は、旅行制限の緩和などが発表されたことは支
援材料となったものの、同ウイルス感染者数が急拡大したことや、11月の小売売上高が前年同月比で市場予想
を上回るマイナス幅となり、景気回復の遅れが懸念されたことなどから横ばい圏での推移となりました。
　台湾は、11月の輸出金額と輸出受注金額がともに市場予想を上回るマイナス幅となったことや、中国との地政
学リスクの高まりが意識されたことなどから、下落しました。
　ブラジルは、ルラ新政権の拡張的な財政政策に対する懸念から中旬にかけて下落しました。その後は、中国の
「ゼロコロナ」政策緩和による景気回復期待や原油価格反発などを背景に持ち直す動きとなりました。

　当面の新興国株式市場は、もみ合う展開になると予想します。世界的な金融引き締め政策の長期化や景気後
退懸念が残る一方で、インフレのピークは打ったとの観測や「ゼロコロナ政策」を緩和した中国で景気回復が加速
するとの期待が株価を下支えすると考えます。また、中国が出国規制を大幅に緩和したことを受けて、アジア圏の
新興国を中心に観光業の回復が見込めることも景気にプラスに作用すると考えます。

当レポートは10枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/10）  552251
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新興国連続増配成長株オープン

　ファンド情報

設　定　日 2012年6月29日

償　還　日 2027年6月10日

決　算　日 毎年3月、6月、9月、12月の各月10日(休業日の場合は翌営業日)

　ファンドの特色（1）
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新興国連続増配成長株オープン

　投資リスク（1）

　ファンドの特色（2）
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新興国連続増配成長株オープン

　投資リスク（2）
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新興国連続増配成長株オープン

　お申込みメモ
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新興国連続増配成長株オープン

　委託会社および関係法人の概況

委　託　会　社 岡三アセットマネジメント株式会社　 （ファンドの運用の指図を行います。）

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第370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及び管理を行います。）

　ファンドの費用

当レポートは10枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（9/10）  552251
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2023年1月10日 現在 新興国連続増配成長株オープン

　ご注意

・ 本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、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、投資判断はお客様ご自身で行っ
ていただきますようお願いします。投資信託説明書（交付目論見書）の交付場所につきましては「販売会社
について」でご確認ください。

・ 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆ある
いは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質
的な投資成果を示すものではありません。

・ 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等に
より、方針通りの運用が行われない場合もあります。

・ 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。

　販売会社について

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の
取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販
売会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

（注） 販売会社によっては、現在、新規のお申込みを受け付けていない場合があります。

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

（金融商品取引業者）

岡三証券株式会社 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長（金商）第169号 ○

阿波証券株式会社 四国財務局長（金商）第1号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

香川証券株式会社 四国財務局長（金商）第3号 ○

三縁証券株式会社 東海財務局長（金商）第22号 ○

静岡東海証券株式会社 東海財務局長（金商）第8号 ○

株式会社しん証券さかもと 北陸財務局長（金商）第5号 ○

ひろぎん証券株式会社 中国財務局長（金商）第20号 ○

松井証券株式会社 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

楽天証券株式会社 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

愛媛証券株式会社 四国財務局長（金商）第2号 ○

三晃証券株式会社 関東財務局長（金商）第72号 ○

（登録金融機関）

株式会社佐賀銀行 福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社琉球銀行 沖縄総合事務局長（登金）第2号 ○

商号 登録番号

加入協会

※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。
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