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※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 1当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

揺るぎない投資ポリシーとシンプルな投資手法により、優れた運用実績を誇っています。

当ファンドはより幅広いテーマを投資対象とするため、利益成長の余地を秘めた魅力的な銘柄の発掘が可能となると考えられます。

※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 1当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 2当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

（出所）ブルームバーグ

• 当ファンドの設定来騰落率は となっており、日本を代表する株価指数であるTOPIXや日経平均株価、さらに小型株指数を上回るパフォーマンスを示しています。

当ファンド設定時からの騰落率当ファンドと日本を代表する株価指数の推移

※上記当ファンドのパフォーマンスは分配金再投資基準価額を用いています。※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、
運用管理費用（信託報酬）は控除しています（「ファンドの費用」をご覧ください）。※「当ファンド設定時からの騰落率」は、設定時から基準日までの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファ
ンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。※TOPIX（東証株価指数）、日経平均株価、TOPIX Small（小型株）は当ファンドのベンチマークではあり
ませんが、参考のため掲載しています。※左グラフ上のTOPIX、日経平均株価、TOPIX Smallは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証す
るものではありません。

基準日：2021年7月30日
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※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 3当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

中小型グロース株の株価は、将来の成長を先取りして形成される傾向があると考えています。

従って、3年以上先の業績予想を基に投資判断を行ない、3年以内に評価が高まると予想される銘柄へ投資します。

外部環境に左右されにくく、社会課題の解決による社会構造の変化に

より、成長が期待される銘柄に投資を行ない、

長期的に良好なパフォーマンスをめざす。

世の中のトレンドを創り出す企業が多く、

日常生活での変化への敏感さが銘柄発掘には必須。

基準価額上昇のブースターとしての貢献が期待される。

※当ファンドの投資対象は中小型株式に限定されるものではありません。
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※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 5当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

さまざまな企業の成長を見ていく中で浮き彫りになった、多くの企業に該当する共通点です。

ユーザーの感じるメリットは潜在的なニーズの高さに起因し、ニーズはある意味で「不満や困りごと」を受けて生まれます。

つまり、持続的に成長する企業の共通点の根幹には「困りごと＝社会課題」があると気づきました。

そうした目線でこれまでを振り返り、

• 当たり前に使っているサービスも、同じように社会課題の解決を通して生まれたものかもしれない。

• 今日の大企業も、そうしたサービスを提供した結果規模を拡大していったのかもしれない。

• ロボットやフィンテックなど、成長テーマとして挙げられているその多くが政府の国策に関連しているという事実。

社会課題の解決は企業にとって成長の種であり、

社会課題は個人、企業、国・地域にとって向き合わなければならない永遠の課題であると感じました。

以上から、社会課題の解決を通じて利益を伸ばし、持続的に成長すると考える企業に

投資を行なうコンセプトのもと、当ファンドを立ち上げました。

ニーズを汲みユーザーメリットの高い
商品・サービスを提供

商品・サービス
創出

潜在的なニーズ

困りごと
（社会課題）

＝

企業は
ビジネスの
ヒントを獲得

企業
ユーザー
（消費者）

“これが欲しかった”
が満たされ利用・購入

企業は利益を伸ばし、持続的に成長

イメージ図



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 6当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

＊デジタルトランスフォーメーション。 ※上記は、資料作成時点における見解であり、今後変更となる場合があります。※投資テーマは上記に限定されるものではありません。

・ITコンサルティング

・クラウド

｜背景となる社会課題｜

・人材サービス、BPO

・業務効率化のITサービス

・テレワーク

｜解決に貢献する分野｜

・既存ITシステムの老朽化による維持費
高騰

・デジタル化の遅れによる競争力の低下

・新型コロナウイルスにより、日本のデジタル
化の遅れが表面化

｜背景となる社会課題｜

｜解決に貢献する分野｜

・多額の現金関連コスト、人員の投入

（レジ締め作業など）

・脱税やマネーロンダリング

｜背景となる社会課題｜

・キャッシュレス決済システム

｜解決に貢献する分野｜

｜背景となる社会課題｜

・障害者雇用支援サービス

｜解決に貢献する分野｜

・ITコンサルティング

・クラウド

キャッシュレス化

女性活躍

環境問題

障害者雇用

働き方改革

・日本政府は、人口減少が見込まれる中、
何かしらの成長分野を生み出そうとする

・国策となるのは、常に社会課題の解決を
めざしたもの

・社会課題は、解決しても次々に生まれる
永遠の課題

・人類が永遠に取り組んでいかなければなら
ない課題

・障害者の低い就業率

・障害者の高い離職率

・長時間労働、労働生産性の低さ

・労働人口の減少による人手不足問題

・新型コロナウイルスによる感染リスク



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 7当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

（出所）ブルームバーグ、各種資料

業種：情報・通信業 業種：電気・ガス業

｜ 概要 ｜

｜着眼点｜

｜ 概要 ｜

｜着眼点｜

再生可能エネルギーの発電と開発・運営を行なっている。

「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し、枢要な社会的課題を

解決する」を企業理念として、気候変動対策に貢献することが期待される。

「コトをITで変えていく」を理念に、SSLサーバ証明書などの電子認証サービス、電

子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」などを提供しているGMOグループの1社。

世の中のデジタル化が進む中、同社の電子認証サービスが情報セキュリティ対策

に貢献していくことが期待される。また、育成中の電子契約サービス「電子印鑑

GMOサイン」は、在宅勤務の壁となっている「日本のハンコ文化」を解決していく

ことが期待される。

株価：2013年1月初～2021年7月末
EPS：2013年～2022年（2021年以降は2021年8月のブルームバーグ予想）

株価：2017年2月22日～2021年7月末
EPS：2017年～2023年（2022年以降は2021年8月のブルームバーグ予想）

株価とEPSの推移株価とEPSの推移
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※レノバは2019年より決算期を3月に変更しています。※業種は東証33業種分類です。※投資テーマは上記に限定されるものではありません。※投資テーマ分類は、大和アセットマネジメントの考えるものであり、適宜見直し
を行ないます。また、複数の投資テーマを設定している場合があります。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 8当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

＊デジタルトランスフォーメーション。※比率は、純資産総額に対するものです。※投資テーマ分類は、大和アセットマネジメントの考えるものであり、適宜見直しを行ないます。また、複数の投資テーマを設定している場合
があります。※上記データは、四捨五入の関係で合計の数値と一致しない場合があります。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。（出所）ブルームバーグ、各種資料

銘柄名
東証33業種名

（投資テーマ分類）
銘柄概要 比率

1 ウエストホールディングス
建設業

（気候変動対策）
太陽光発電システムなどのインテグレーター大手。気候変動対策に貢献することが期待される。 4.6%

2 ブイキューブ
情報・通信業

（働き方改革、DX＊）
Web会議やオンラインセミナーなどのビジュアルコミュニケーションサービスを提供。 4.4%

3 日本ユニシス
情報・通信業

（キャッシュレス、DX＊）

一企業だけでは解決できない社会課題の解決をめざしており、政府が取り組むキャッシュレス化

で恩恵を受けることが期待される。
4.0%

4 ケアネット
サービス業

（健康）
医療情報サイト「CareNet」を運営し、製薬会社のマーケティング支援などを行なっている。 3.7％

5 エフアンドエム
サービス業

（働き方改革、中小企業支援）

個人事業主と中堅中小企業に対して、価値あるサービスを低コストで提供。同社が提供する

「オフィスステーション」は、電子申請促進に貢献することが期待される。
3.5％

6 GMOグローバルサインHD
情報・通信業

（働き方改革、情報セキュリティ対策）

「コトをITで変えていく」を理念に、SSLサーバ証明書などの電子認証サービス、電子契約サービス

「電子印鑑GMOサイン」などを提供しているGMOグループの1社。
3.3％

7 野村総合研究所
情報・通信業

（DX＊）

国内大手のコンサルティング・ITサービス企業。業界屈指のコンサルティング力、金融業界で高いシェ

アを誇る共同利用型システムが特徴。
3.3％

8 イトクロ
サービス業

（人づくり革命）

口コミポータルサイト「塾ナビ」を運営。一人ひとりにあった教育を選択することに貢献することが期

待される。
3.3％

9 エスプール
サービス業

（障害者雇用促進、女性活躍）

人材派遣サービスと農業を通じた障害者雇用支援サービスを行ない、自社でもダイバーシティ経

営に取り組む。
3.2％

10 SBテクノロジー
情報・通信業

（働き方改革、DX＊）
マイクロソフト製品のクラウドサービスなどに強みを持つシステム開発企業。 3.1％



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 9当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

地方創生 女性活躍 健康

障害者雇用促進 働き方改革

数多くの投資テーマがあり、随時見直しを行ないます。

従って、固定型のテーマファンドより柔軟性が高いと考えます。等

日々の企業調査やIPOのリサーチ、政策の動向調査などを通して

投資テーマになりそうなアイディアを発掘。

社内外の情報リソースを活用し投資テーマの市場規模、持続性、注目度などを勘案の上、

投資テーマを選定し、投資候補銘柄を抽出します。

将来的な成長余地を加味した「担当FMの考える株価」と現在の株価との乖離の程度や

ダウンサイドリスク等を考慮します。

中でも「課題解決に関わるビジネスの業績への寄与度」を特に注視します。

※投資候補銘柄、組入候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行ないます。

DX



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 10当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（「ファンドの費用」をご覧くださ
い）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※TOPIX（東証株価指数）は当ファンドのベンチマークではありません
が、参考のため掲載しています。※グラフ上のTOPIXは、グラフ起点時の基準価額に基づき指数化しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮して
いません。※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
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TOPIX（左軸）

当初設定日（2018年12月26日）～2021年7月30日 （億円）（円） 基準価額 15,192円

純資産総額 53億円

設定時

期間 ファンド TOPIX

1カ月間 -3.3 % -2.2 % 

3カ月間 +2.5 % +0.1 % 

6カ月間 -2.3 % +5.1 % 

1年間 +22.0 % +27.1 % 

年初来 -3.7 ％ +5.3 ％

設定来 +91.9 % +34.3 ％

決算期 年月 分配金

第1期 （19/06） 650円

第2期 （19/12） 350円

第3期 （20/06） 150円

第4期 （20/12） 1,800円

第5期 （21/06） 600円

設定来分配金合計 3,550円



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 11当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

※規模別構成、投資テーマ別構成の比率は株式ポートフォリオに対するもの、業種別構成の比率は純資産総額に対するものです。※業種は東証33業種分類です。※投資テーマ分類は、大和アセットマネジメントの考えるもの
であり、適宜見直しを行ないます。また、複数の投資テーマを設定している場合があります。※投資テーマを複数設定している銘柄に関しては、按分し計算しています。※超大型：TOPIX Core30、大型：TOPIX Large70、
中型：TOPIX Mid400、小型：TOPIX Small ※規模別構成の「その他」は東証1部に所属して間がなく、各規模別指数あるいはTOPIXにまだ振り分けられていない銘柄を表します。※上記データは、四捨五入の関係で
合計の数値と一致しない場合があります。※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

TOPIX（時価総額規模別）

2 5 18 71 0 1 3 19
（合計119）

0.6% 1.8%
13.1%

60.3%
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15.4%
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超大型 大型 中型 小型 その他 東証2部、

名証等

ジャスダック 東証マザーズ

情報・通信業

43.1%

サービス業

29.8%

建設業 6.3%

小売業 3.6%

電気機器 3.3%

電気・ガス業 3.2%

医薬品 2.7%

不動産業 2.0%

卸売業 1.4% その他 2.8%

コールローン等 1.8%

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

19.4%

働き方改革

19.0%

気候変動対策 14.4%健康 11.7%

女性活躍 5.8%

キャッシュレス 5.2%

情報セキュリティ対策 4.8%

人づくり革命 3.6%

障害者雇用促進 3.4%

中小企業支援 2.6%

その他

10.1%



※裏表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 12当資料中のいかなる内容も将来の成果を示唆・保証するものではありません。

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たとき等ならびに信託財産の規模によっては、前述の運用が行なわれないことがあります。

※上記写真はイメージであり、上記以外のテーマに投資する場合もあります。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投

資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その

資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンド

で行なう仕組みです。

〈ファンドの仕組み〉

・マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

・マザーファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

〈分配について〉

分
配
方
針

• 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）

等とします。

• 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。

ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

など
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基準価額の変動要因

当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。

⚫当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、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なく、これを割込

むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

⚫投資信託は預貯金とは異なります。

委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部への

モニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。

株価の変動
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資

金が回収できなくなることもあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

当ファンドは中小型株式に投資することがあります。中小型株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、

当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。

当ファンドは特定の業種へ偏った投資となる場合があり、その場合は、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。

その他
解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこ

ともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

価格変動リスク・
信用リスク

その他の留意点

リスクの管理体制

※基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。〈主な変動要因〉
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購入金額 手数料率（税込）

1億円未満 3.30％

1億円以上5億円未満 1.65％

5億円以上10億円未満 1.10％

10億円以上 0.55％

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。

料率等 費用の内容

購入時手数料
購入金額に右記の購入時手数料率を乗じて得た額とします。

購入金額：（申込受付日の基準価額／1万口）×購入口数

購入時の商品説明または商品情

報の提供、投資情報の提供、取

引執行等の対価です。

信託財産留保額 ありません。 －

（ご参考）

料率等 費用の内容

運用管理費用

（信託報酬）
年率1.573％（税込）

運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た

額とします。運用管理費用は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託

財産から支払われます。

その他の費用・

手数料

「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するた

め、事前に料率、上限額等を示すことができません。

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する

費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

※手数料等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、表示することができません。

口数指定で購入する場合 金額指定で購入する場合

例えば、基準価額10,000円の時に100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。

購入金額＝（10,000円／1万口）×100万口＝100万円

購入時手数料＝購入金額（100万円）×3.30％（税込）＝33,000円 となり、

購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万3,000円をお支払いいただくこととなります。

購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となる

よう購入口数を計算します。

例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円の中から購入時手

数料（税込）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額とはなりま

せん。

◆お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

◆お客さまが直接的に負担する費用 購入時手数料率

当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。（消費税率10％の場合）

※くわしくは｢投資信託説明書（交付目論見書）｣をご覧ください。

※大和証券でお申込みの場合
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当資料のお取扱いにおけるご注意

◼ 当資料は大和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。お申込みにあたっては、販売会
社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断く
ださい。

◼ 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。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。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属しま
す。投資信託は預貯金とは異なります。

◼ 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

◼ 当資料で掲載した画像等はイメージです。

◼ 当資料は信頼できると考えられる情報源から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。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではあり
ません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰
属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示す
ものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

◼ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束する
ものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

◼ 当資料でご紹介した企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするも
のではありません。また、ファンドに組入れることを示唆・保証するものではありません。

委託会社 大和アセットマネジメント株式会社 受託会社 株式会社りそな銀行 販売会社 大和証券株式会社 ほか

購入単位
100円以上1円単位＊または100口以上1口単位

＊購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、上記単位でご購入いただけます。

購入・換金価額 申込受付日の基準価額（1万口当たり）

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

申込締切時間 午後3時まで（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込みには制限があります。

購入・換金申込受付の

中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入、換金

の申込みを取消すことがあります。

信託期間
2028年12月25日まで（2018年12月26日当初設定）

受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができま

す。

・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合 ・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき

決算日 毎年6月25日および12月25日（休業日の場合、翌営業日）

収益分配

年2回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

（注）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。

「分配金再投資コース」をご利用の場合：収益分配金は、税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

「分配金支払いコース」をご利用の場合：収益分配金は、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。

信託金の限度額 1,500億円

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金不算入制度の適用はありません。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税

制度の適用対象です。なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、くわしくは、販売会社にお問合わせください。

※税法が改正された場合等には変更される場合があります。

※大和証券でお申込みの場合


