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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）

（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

追加型投信／海外／株式

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

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 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。

米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）

（愛称 女神さま・オープン（3ヵ月決算型）） が

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021｣

投資信託部門 （株式型 米国 インカム） ［評価期間 3年］

におきまして 『 優秀ファンド賞』 を受賞しました。

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）  553104
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　設定来の基準価額の推移

（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）

追加型投信／海外／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年前の各月の月末及び設定日との比較です。

※設定来の騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※S&P 500指数（円換算後）は参考指数であり、当ファンドのベンチマークではありません。

※S&P 500指数（円換算後）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）を乗じて岡三アセットマネジメントが算出しています。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.595％（税抜1.45％）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。

※上記はマザーファンドを通じた実質比率です

（マザーファンドの組入比率を除く）。

※銘柄数は、新株等がある場合、別銘柄として

記載しております。

　ポートフォリオ構成比率

株式 91.2%

(内国内株式） (0.0%)

(内外国株式） (91.2%)

(内先物） (0.0%)

短期金融商品その他 8.8%

97.7%

組入銘柄数 81銘柄 

マザーファンド組入比率

2020/9/28 0 円

2020/12/28 900 円

2021/3/26 950 円

2021/6/28 1,050 円

2021/9/27 650 円

設定来合計 7,700 円

　 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 1.45% 3.69% 14.21% 38.01% 66.09% 120.05%

S&P 500指数（円換算後） 1.37% 6.41% 14.78% 40.12% 70.49% 129.56%

 基準価額 10,530 円

 純資産総額 32.3 億円

※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。

※基準価額は1万口当たりです。

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

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。（2/10）  553104
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　米国連続増配成長株マザーファンドの状況

米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）

（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

追加型投信／海外／株式

　組入上位10銘柄

銘柄名 セクター 比率 銘柄概要

1 インテュイット ソフトウェア・サービス 2.1% 

ソフトウエア・メーカー。中小企業、金融機関、消費者、会計士向
けの業務・財務管理用ソフトウエア・ソリューションを開発、販売す
る。小規模企業の業務管理と給与処理、パーソナル・ファイナン
ス、税金確定申告などを支援するソフトウエアを提供する。

2 ガートナー ソフトウェア・サービス 2.0% 

IT関連調査会社。コンピューターのハードウエアやソフトウエア、
通信、および関連する情報技術産業に調査、分析サービスを提
供する。事業分野は、調査、コンサルティング、測定、催し物、経
営者向けプログラムなど。

3 アクセンチュア ソフトウェア・サービス 2.0% 

コンサルティングサービス会社。管理および技術コンサルティング
サービスとソリューションを手掛ける。世界中のあらゆる業界の顧
客を対象に特殊技術とソリューションを提供する。事業分野は、コ
ンサルティング、技術、アウトソーシング、提携など。

4 リパブリック・サービシズ 商業・専門サービス 1.9% 
一般廃棄物処理会社。米国で無害固形廃棄物の収集、処理サー
ビスを手掛ける。商工業顧客や地方自治体、一般世帯向けに収
集サービスを提供。移送施設、埋立地、回収施設も運営する。

5 ペプシコ 食品・飲料・タバコ 1.9% 
ペプシコ (PepsiCo, Inc.)は、飲料、スナック、食品の世界的メー
カー。穀物ベースのスナック、炭酸・非炭酸清涼飲料、食品を自
社製造あるいは外注し、世界で販売する。

6 アメリカン・ファイナンシャル・グ
ループ

保険 1.8% 損害保険会社。課税繰延年金保険、生命保険、補完的医療保険
などの商品も販売する。米国で事業を展開。

7 イートン 資本財 1.8% 

工業機器メーカー。工業、自動車、建設、商業、航空宇宙の各市
場を対象とした、工業機器の生産に従事。主力製品は油圧機器、
流体連結機器、配電制御装置、トラックのドライブトレイン装置、
エンジン部品、その他各種制御機器。世界各地で事業を展開す
る。

8 サーモ・フィッシャー・サイエン
ティフィック

医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス

1.8% 

科学関連製品メーカー。科学機器、消耗品、および化学品を製造
する。主な製品は、分析機器、検査機器、ソフトウエア、サービ
ス、消耗品、試薬、化学品、関連用品。製薬会社、バイオテクノロ
ジー会社、病院、臨床診断研究所、大学、研究機関、および政府
機関に製品を提供する。

9 アルファベット メディア・娯楽 1.8% 

子会社を通じ、ウェブベースの検索、広告、地図、ソフトウエア・ア
プリケーション、モバイルオペレーティングシステム、消費者コンテ
ンツ、業務用ソリューション、eコマース、ハードウエア製品などを
提供する。

10 プロクター・アンド・ギャンブル
（Ｐ＆Ｇ）

家庭用品・パーソナル用品 1.8% 

消費財メーカー。世界各地で製品を販売する。主な製品は、洗
剤、清掃用品、紙製品、美容製品、食品・飲料、ヘルスケア用品
など。量販店、食品雑貨店、会員制小売店、薬局、地域型小売店
を中心に製品を提供する。

※銘柄は、新株等がある場合、別銘柄として記載しております。

比率は、米国連続増配成長株マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

外国銘柄の日本語表記は、QuickFactSet、Bloombergを参照しております。

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。（3/10）  553104
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　ファンドマネージャーのコメント

米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）

（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

追加型投信／海外／株式

【米国株式市場の投資環境見通し】

11月の米国株式市場は上昇しました。10月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回る伸びとなり、インフレへの懸念から

下げる場面があったものの、好調な小売売上高や、大手半導体メーカーが好決算を発表したことが好感されました。月末にか

けては、新型コロナウィルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大への懸念から、大きく下げる場面がありました。

業種別では、半導体銘柄を中心に情報技術株が市場を上回る上昇率となりました。また、ホームセンター大手の決算などが

好感され、一般消費財・サービス株も上昇しました。一方、前月に大きく上昇していた金融株及びエネルギー株は下落しまし

た。

為替市場では、月中は円が米ドルに対して下落する円安の動きが続きましたが、月末にかけては一転して円高の動きとなり、

前月末とほぼ変わらずの水準となりました。

今後の米国株式市場は、上下に値動きの大きい展開を想定しています。バイデン政権による社会福祉や気候変動対策を盛り

込んだ大型歳出法案の成立や、年末商戦への期待などの好材料がある一方、オミクロン株の感染拡大や、米連邦準備制度理

事会（FRB）による金融緩和政策の段階的縮小(テーパリング）のペースが速まるとの見方が重石となり、利益確定の売りが出や

すい展開が予想されます。

【運用経過及び運用方針】

11月の運用は、長期にわたって連続して増配している企業、及び中長期的な成長が期待される企業などの株式を組入れた

ポートフォリオで運用しました。投資行動としては、2022年も堅調な業績が期待される半導体株の買付けを行いました。一方、ソ

フトウエア・サービス株については、保有銘柄の一部を売却しました。

今後の運用方針は、ファンドの基本方針に基づき、りそなアセットマネジメント株式会社からの投資助言を参考に、投資環境

や業績動向などを勘案して銘柄選別を行います。財務の健全性が高く、安定的なキャッシュフローの拡大が期待できるソフト

ウェア・サービス株やヘルスケア機器・サービス株、資本財株などを高位にウェイト付けします。また、バイデン政権が主要政策

として掲げる再生可能エネルギーの利用拡大が追い風となる銘柄の買付けを検討します。

※比率は、米国連続増配成長株マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

　組入上位10セクター

セクター名 比率

1 ソフトウェア・サービス 13.3%

2 ヘルスケア機器・サービス 9.4%

3 資本財 8.4%

4 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.7%

5 保険 7.2%

6 小売 6.6%

7 素材 5.0%

8 半導体・半導体製造装置 4.8%

9 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.7%

10 各種金融 4.1%

※ 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。

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）  553104



販売用資料

米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

　ファンド情報

設　定　日 2016年3月29日

償　還　日 2026年3月26日

決　算　日 毎年3月、6月、9月、12月の各月の26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10枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（5/10）  553104
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

　ファンドの特色（2）

　投資リスク（1）

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。（6/10）  553104



販売用資料

米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

　投資リスク（2）

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。（7/10）  553104
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

　お申込みメモ

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。（8/10）  553104
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米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

　ファンドの費用

　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 株式会社りそな銀行　 （ファンドの財産の保管及び管理を行います。）

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。（9/10）  553104
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2021年11月30日現在 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型）（愛称　女神さま・オープン（3ヵ月決算型））

　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。

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）

岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○

阿波証券株式会社 四国財務局長（金商）第1号 ○

エース証券株式会社 近畿財務局長（金商）第6号 ○

auカブコム証券株式会社 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44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 ○

JPアセット証券株式会社 関東財務局長（金商）第2410号 ○

島大証券株式会社 北陸財務局長（金商）第6号 ○

東武証券株式会社 関東財務局長（金商）第120号 ○

光証券株式会社 近畿財務局長（金商）第30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 ○ ○ ○ ○

（登録金融機関）

株式会社神奈川銀行 関東財務局長（登金）第55号 ○

株式会社福邦銀行 北陸財務局長（登金）第8号 ○

ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○

商号 登録番号

加入協会

　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。

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。（10/10）  553104


