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　設定来の基準価額の推移

ニッポン成長株オープン　（愛称　一等星）

追加型投信／国内／株式
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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1.694％（税抜1.54％）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。

　組入上位10銘柄

1 ファーストリテイリング 3.8%
2 東京海上ホールディングス 3.8%
3 フューチャー 3.2%
4 第一三共 3.0%
5 ラウンドワン 2.8%
6 京阪ホールディングス 2.8%
7 ダイキン工業 2.7%
8 ＪＭＤＣ 2.6%
9 ヤーマン 2.5%

10 オリックス 2.5%

　ポートフォリオ構成比率

株式 89.6%
(内国内株式） (89.6%)
(内先物） (0.0%)

10.4%
組入銘柄数 41銘柄 
短期金融商品その他

　市場別組入比率

東証プライム市場 79.9%
東証スタンダード市場 0.7%
東証グロース市場 9.1%
その他市場 0.0%

　組入上位10業種

1 サービス業 19.9%
2 情報・通信業 12.3%
3 小売業 8.3%
4 化学 6.5%
5 陸運業 5.0%
6 医薬品 4.9%
7 機械 4.6%
8 精密機器 4.0%
9 保険業 3.8%

10 金属製品 3.0%

 基準価額 10,449 円

 純資産総額 12.7 億円

2020/8/5 0 円

2021/2/5 400 円

2021/8/5 200 円

2022/2/7 0 円

2022/8/5 100 円

設定来合計 3,600 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 2.42% 7.17% 6.28% ▲4.29% 15.80% 41.66%
参考指数 1.18% 2.64% 4.04% 0.13% 29.85% 39.22%

※各比率は当ファンドの純資産総額に対する比率です。

※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。

※当ファンドの純資産総額に対する比率

です。

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
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　当作成期間の基準価額（分配落）と参考指数の推移

　投資環境

　運用経過

　今後の運用方針

ニッポン成長株オープン　（愛称　一等星）

追加型投信／国内／株式

6月半ばから2ヵ月ほど続いた金利低下・株価上昇局面は、8月下旬から金利上昇・株価下落局面に転じた可能性があると見ています。

ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長や欧州中央銀行（ECB）のシュナーベル専務理事の講演内容は、景気が悪化し、失業者が増

えても、インフレが収まらない限り金融引き締めを続けるという金融政策当局者の強い決意を感じさせるものでした。これにより、景気が悪化

すれば引き締め姿勢を緩和するのではないかという期待を持つことは難しくなりました。一方、8月半ばまでの株式市場の回復は、想定を上

回るものでした。これは、既に多くの投資家が株式の保有を減らし終えており、売り圧力が低くなっている可能性を示唆していると考えられま

す。このため株価調整局面に入ったとしても、下値は深くない可能性があると見ています。インフレの芽を摘むことは、中長期的な経済パ

フォーマンスを維持するうえで重要なことです。短期的には、景気の悪化、企業業績の下振れ、株価の下落といった影響が生じるかもしれま

せんが、中長期的には、健全な経済成長、企業業績の回復、株価の回復をもたらすはずであり、過度に不安視する必要はないと考えてい

ます。

当ファンドの運用につきましては、高い技術力や優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などに着目し、中長期的

な利益成長が期待される企業の株式に投資します。

今後の運用につきましては、現在の内需株を中心としたポートフォリオを維持しつつ、個別取材を通じて不透明感の強い環境下において

も成長の継続が期待される銘柄を選別し、株価指標面での割安感が乏しくなった銘柄との入れ替えを行っていく方針です。

8月の当ファンドの運用につきましては、世界経済の不透明感の強い状況が続くと想定していることから、海外景気の変動の影響を受けに

くい内需株を中心としたポートフォリオでの運用を継続しつつ、株価指標面での割安感や決算内容などを材料に個別銘柄の入れ替えを進

めました。具体的な入れ替えにつきましては、積極的な値上げにより今後の収益性改善が期待される空調関連株や、アジアを中心とした海

外展開の加速により成長力が高まっているヘルスケア関連株などを買い付けた一方、赤字決算を発表したことで今後の成長に対する期待

が後退した投資会社株や、株価上昇により指標面での割安感が後退した商社株などを売却しました。

この間、基準価額に対しては、アミューズメント関連株や医薬品株がプラスに寄与した一方、海運株や人材関連株がマイナスに影響しまし

た。
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（出所：野村総合研究所のデータより岡三アセットマネジメント作成）

※ 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。

8月の国内株式市場は上昇しました。4-6月期の日本企業の決算が事前予想を上回る中、8月上旬の国内株は横ばい圏で推移しました。

8月10日に発表された米国のインフレ率は事前予想を大きく下回ったことから、米国における金融引き締め観測が一時的に後退し、中旬に

かけて国内株は大きく上昇しました。しかし、その後、高値警戒感に加えて、米連邦準備制度理事会（FRB）の一部のメンバーから金融引き

締めに積極的な発言が相次いだことから、国内株は下落に転じました。8月26日のジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の講演で

は、「物価の安定を回復するために金融引き締め政策をしばらく維持する」などの発言内容が想定以上に金融引き締めに対して積極的であ

ると受け止められ、米国株が大きく下落し、国内株ももう一段下落しました。
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　ファンド情報

設　定　日 2015年2月6日

償　還　日 2025年2月5日

決　算　日 年2回、2月および8月の各月の5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8枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/8）  552487
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　ファンドの特色（2）

当レポートは8枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/8）  552487
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　投資リスク

当レポートは8枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（5/8）  552487
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　お申込みメモ

当レポートは8枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（6/8）  552487
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　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 みずほ信託銀行株式会社　 （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8枚組です。最終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（7/8）  552487



販売用資料

2022年8月31日現在 ニッポン成長株オープン　（愛称　一等星）

　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。

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
（旧岡三オンライン証券口座専用）

関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

アイザワ証券株式会社 関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○

臼木証券株式会社 関東財務局長（金商）第31号 ○

寿証券株式会社 東海財務局長（金商）第7号 ○

篠山証券株式会社 近畿財務局長（金商）第16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 ○

株式会社証券ジャパン 関東財務局長（金商）第170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 ○

大山日ノ丸証券株式会社 中国財務局長（金商）第5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 ○

西村証券株式会社 近畿財務局長（金商）第26号 ○

播陽証券株式会社 近畿財務局長（金商）第29号 ○

益茂証券株式会社 北陸財務局長（金商）第12号 ○ ○

リーディング証券株式会社 関東財務局長（金商）第78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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