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リフィニティブ・リッパー・

ファンド・アワード・ジャパン 2021

『最優秀ファンド賞』

投資信託部門 （株式型 日本 インカム） ［評価期間 3年］

Ｒ＆Ｉファンド大賞 2021

『最優秀ファンド賞』

投資信託 国内株式高配当部門

おかげさまで 「日本連続増配成長株オープン」 が

各評価機関から高い評価をいただきました。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパ

フォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン

（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる

分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳

しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を

確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードについて

世界の20カ国以上で30年余りにわたり、高く評価されているRefinitiv Lipper Fund Awardsは、独自の投資信託評価シ

ステム「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫

性)」を用い、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。評価方法の詳細につきましては、

lipperfundawards.comをご覧ください。

「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。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/11）  552399
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　設定来の基準価額の推移

日本連続増配成長株オープン

追加型投信／国内／株式

　ポートフォリオ構成比率

株式 94.6% 

(内国内株式） (94.6%)

(内先物） (0.0%)

短期金融商品その他 5.4% 

99.0% 

組入銘柄数 64銘柄 

マザーファンド組入比率
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※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末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、TOPIX（東証株価指数）です。また、参考指数の設定来騰落率は、設定日前営業日の終値との

比較です。

※参考指数の騰落率は、野村総合研究所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。

※基準価額は1万口当たりです。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.584％（税抜1.44％）の信託報酬控除後です。

※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。

 基準価額 9,677 円

 純資産総額 55.7 億円

2020/9/15 150 円

2020/12/15 530 円

2021/3/15 160 円

2021/6/15 0 円

2021/9/15 680 円

設定来合計 4,110 円

　最近5期の分配金の推移

　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 3.44% 6.01% 2.68% 8.54% 10.04% 44.21%

参考指数 3.54% 4.46% 3.90% 24.90% 11.72% 33.90%

※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。

※マザーファンドを通じた実質比率です

（マザーファンド組入比率を除く）。

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
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　日本連続増配成長株マザーファンドの状況

日本連続増配成長株オープン

追加型投信／国内／株式

※各比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

※連続増配期間は、BloombergとRefinitivのデータを基に岡三アセットマネジメントが独自の手法により算出したものです。

　組入上位10業種

業種 比率

1 情報・通信業 17.4% 

2 化学 11.6% 

3 建設業 9.1% 

4 サービス業 6.3% 

5 電気機器 6.0% 

6 小売業 5.9% 

7 卸売業 5.3% 

8 その他金融業 4.6% 

9 機械 4.5% 

10 医薬品 4.2% 

　組入上位20銘柄

銘柄コード 銘柄名 業種 連続増配期間 比率

1 4543 テルモ 精密機器 10期  3.5% 

2 6981 村田製作所 電気機器 8期  3.4% 

3 2412 ベネフィット・ワン サービス業 10期  3.2% 

4 8113 ユニ・チャーム 化学 18期  3.2% 

5 1928 積水ハウス 建設業 9期  3.0% 

6 1414 ショーボンドホールディングス 建設業 14期  2.9% 

7 4527 ロート製薬 医薬品 11期  2.7% 

8 5947 リンナイ 金属製品 19期  2.4% 

9 4204 積水化学工業 化学 11期  2.3% 

10 4974 タカラバイオ 化学 10期  2.2% 

11 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 情報・通信業 12期  2.1% 

12 8012 長瀬産業 卸売業 11期  2.1% 

13 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 情報・通信業 11期  2.0% 

14 5393 ニチアス ガラス・土石製品 13期  2.0% 

15 4452 花王 化学 31期  1.8% 

16 6370 栗田工業 機械 17期  1.8% 

17 4768 大塚商会 情報・通信業 11期  1.7% 

18 6755 富士通ゼネラル 電気機器 10期  1.7% 

19 6432 竹内製作所 機械 10期  1.7% 

20 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 18期  1.6% 

期間 比率

 2期～4期 －　

 5期 －　

 6期 －　

 7期 －　

 8期 14.4% 

 9期 13.3% 

 10期以上 67.9% 

　連続増配期間別構成比率

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/11）  552399
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　投資環境

　運用経過

　今後の運用方針

日本連続増配成長株オープン

追加型投信／国内／株式

当ファンドの運用は「日本連続増配成長株マザーファンド（以下マザーファンド）」を通じて行っております。

9月のマザーファンドの運用につきましては、新しい通信規格である5Gの基地局網構築需要で堅調な業績推移が見込

まれる通信工事株や、ここ数年の収益性向上に対し株価指標面で割安感があると判断したITサービス株の新規買い付

けなどを行いました。一方、菅首相が進めてきた通信料金引き下げへの懸念が後退し株価が上昇した通信キャリア株

や、新薬の開発に遅れがみられた医薬品株などの一部利益確定売りを行いました。

この間、基準価額に対しては、福利厚生サービス株や医療機器株などがプラスに寄与した一方、トイレタリー株や産業

資材株などがマイナスに影響しました。

※ 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。

9月の国内株式市場は、上昇しました。株式市場は、新型コロナウイルスの新規感染者の減少を背景に8月下旬から戻

り歩調に入っていましたが、9月3日に菅首相が自民党総裁選への不出馬を表明したことが契機となって上昇に弾みが

つき、月半ばまで上昇が続きました。ただ月半ばを過ぎると、中国の大手不動産企業の資金繰りへの懸念が金融市場の

重石になりました。また、9月21・22日に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）では、近い将来の金融政策変更が

議論されたことから、月末にかけて米国では長期金利が上昇し株価は下落しました。このため、月末にかけての国内株

式市場は軟調な展開となりました。

国内では、緊急事態宣言解除が内需回復の原動力になると見られるうえ、総選挙を前に経済対策への期待が高まり

やすい時期に入ると思われます。また、10月後半から本格化する7-9月期業績発表では、日本企業の順調な業績拡大

が示されるものと考えられます。このため、国内株式市場は年末にかけて強含みで推移すると見ています。ただ、海外で

リスク要因が増えている点には注意が必要です。中国では、大手不動産企業の過剰債務問題に加え、発電所の稼働抑

制による電力不足が新たな問題として浮上してきました。米国では、財政政策や連邦債務上限の引き上げを巡る与野党

の対立が激化するなか、金融政策面では年内にも米連邦準備制度理事会（FRB）が資産買入れ額の縮小を始める見込

みです。国内の新型コロナ感染についても、冬場にかけて「第6波」が来ないとも限りません。基調としての株価上昇が崩

れないとしても、これら諸リスクの高まりや後退が短期的な株価の振れ幅を大きくする結果、安定感に乏しく、強さを実感

しにくい相場展開になる可能性があると見ています。

当ファンドの運用はマザーファンドを通じて行ってまいります。マザーファンドの運用につきましては、日本の連続増配

銘柄（一定期間にわたり1株当たりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいいます。）に投資を行います。投資

にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮して投資候補銘柄を選定し、その中から、

成長性や連続増配の持続可能性等を勘案のうえ組入銘柄を選別してポートフォリオを構築します。

今後の運用につきましては、特定の業種やテーマへの偏りを抑えた運用を継続し、個別銘柄の調査を通じた入れ替え

等を中心に行っていく方針です。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/11）  552399
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日本連続増配成長株オープン

　ファンド情報

設　定　日 2015年12月28日

償　還　日 2025年12月15日

決　算　日 毎年3月、6月、9月、12月の各月の15日（休業日の場合は翌営業日）

　ファンドの特色（1）

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（5/11）  552399
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日本連続増配成長株オープン

　ファンドの特色（2）

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（6/11）  552399
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日本連続増配成長株オープン

　投資リスク

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（7/11）  552399



販売用資料

日本連続増配成長株オープン

　お申込みメモ

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（8/11）  552399
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日本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 三井住友信託銀行株式会社　 （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11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（9/11）  552399
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2021年9月30日現在 日本連続増配成長株オープン

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 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長（金商）第52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 ○

今村証券株式会社 北陸財務局長（金商）第3号 ○

臼木証券株式会社 関東財務局長（金商）第31号 ○

エース証券株式会社 近畿財務局長（金商）第6号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

岡地証券株式会社 東海財務局長（金商）第5号 ○ ○

寿証券株式会社 東海財務局長（金商）第7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 ○

島大証券株式会社 北陸財務局長（金商）第6号 ○

荘内証券株式会社 東北財務局長（金商）第1号 ○

新大垣証券株式会社 東海財務局長（金商）第11号 ○

株式会社しん証券さかもと 北陸財務局長（金商）第5号 ○

頭川証券株式会社 北陸財務局長（金商）第8号 ○

大熊本証券株式会社 九州財務局長（金商）第1号 ○

東武証券株式会社 関東財務局長（金商）第120号 ○

長野證券株式会社 関東財務局長（金商）第125号 ○

南都まほろば証券株式会社 近畿財務局長（金商）第25号 ○

播陽証券株式会社 近畿財務局長（金商）第29号 ○

光証券株式会社 近畿財務局長（金商）第30号 ○ ○

ひろぎん証券株式会社 中国財務局長（金商）第20号 ○

広田証券株式会社 近畿財務局長（金商）第33号 ○

フィデリティ証券株式会社 関東財務局長（金商）第152号 ○ ○

北洋証券株式会社 北海道財務局長（金商）第1号 ○

益茂証券株式会社 北陸財務局長（金商）第12号 ○ ○

松井証券株式会社 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

水戸証券株式会社 関東財務局長（金商）第181号 ○ ○

明和證券株式会社 関東財務局長（金商）第185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 ○

商号 登録番号

加入協会

　販売会社について（1）

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。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（10/11）  552399
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2021年9月30日現在 日本連続増配成長株オープン

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

（登録金融機関）

おかやま信用金庫 中国財務局長（登金）第19号 ○

株式会社沖縄海邦銀行 沖縄総合事務局長（登金）第3号 ○

株式会社北日本銀行 東北財務局長（登金）第14号 ○

株式会社西京銀行 中国財務局長（登金）第7号 ○

株式会社佐賀銀行 福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社佐賀共栄銀行 福岡財務支局長（登金）第10号 ○

株式会社三十三銀行 東海財務局長（登金）第16号 ○

株式会社大光銀行 関東財務局長（登金）第61号 ○

株式会社第四北越銀行 関東財務局長（登金）第47号 ○ ○

株式会社筑邦銀行 福岡財務支局長（登金）第5号 ○

株式会社トマト銀行 中国財務局長（登金）第11号 ○

株式会社富山銀行 北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社富山第一銀行 北陸財務局長（登金）第7号 ○

株式会社西日本シティ銀行 福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

株式会社宮崎銀行 九州財務局長（登金）第5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

　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（2）

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。

当レポートは11枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（11/11）  552399


