
※基準価額は信託報酬控除後の値です。

ファンド設定日：2013年6月7日

※現金等には未収・未払項目などが含まれるため、
　 マイナスとなる場合があります。

※基準価額は、信託報酬控除後の値です。

※期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。

※収益分配金は1万口当たりの金額です。

※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

資産構成（単位：百万円）

比率金額
ファンド

6.0％25現金等

94.0％387株式

基準価額等の推移

ニッポン創業者株式ファンド 月次レポート
販売用資料

2018年7月31日基準
追加型投信／国内／株式

運用実績

基準価額 18,685円 前月末比 ▲339円 純資産総額 412百万円

期間収益率

設定来 １カ月 ３カ月 ６カ月
86.85％ -1.78％ -2.78％ -4.84％

収益分配金（税引前）推移

決算期 第1期 第2期 第3期 第4期

分配金 0円 0円 0円 0円
決算日 2014/6/4 2015/6/4 2016/6/6 2017/6/5

５年
20.96％ 69.13％

３年

0円

第5期
設定来累計

2018/6/4

0円

１年
6.78％
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※各比率の合計が四捨五入の関係で100%にならない場合があります。
※比率は純資産総額に対する割合です。

※比率は純資産総額に対する割合です。

※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。
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※本ファンドはHorizon Asset Management LLC（ホライゾンAM社）のジャパン・ファウンダーズ・ストラテジーを参考に運用します。
※本コメントはホライゾンAM社から提供されています。
※ご紹介する企業はファンドのコンセプトをご理解いただくためのものであり、個別企業の推奨をする目的ではありません。

※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

　代表取締役会長兼社長の浦上壮平氏が1999年に人材関連及びマーケティング関連のアウトソーシング事業を目的に同社を設立。現在では、
ビジネスソリューション事業と人材ソリューション事業を主要業務としている。

　ビジネスソリューション事業では、シニア層や障がい者など潜在労働力の活用を支援するサービスや、通販企業の商品発送代行サービス、海外販
売を支援する越境EC（電子商取引）サービスや、通信・ガスなどといったインフラ関連のフィールド調査業務、対面型のセールプロモーション業務、
キャンペーン等の販売促進業務といった企業の業務の一部を受託するアウトソーシング事業を行う。

　一方、人材ソリューション事業では、コールセンターや事務センター等のオフィスサポート業務と、家電製品やスマートフォン等の店頭販売支援業務
に関する人材派遣、人材紹介サービスを展開している。中長期的な成長基盤構築のため、高成長が期待できる市場に集中投資を行い、異なる
事業領域をもつ事業ポートフォリオ戦略を推進し持続的な成長に努めている。

株式会社エスプール(2471)

　7月の株式市場は、中旬にかけて上昇した後は狭いレンジ内での推移となりました。

　月初は、米中間の追加関税発動を控え貿易摩擦激化懸念から下落しました。その後は悪材料出尽くしとの認識が広まり上昇基調となりまし
た。10日にトランプ米政権が対中追加関税リストを公表したことで一時調整したものの、米中通商問題を巡る新たな悪材料が出なかったことを好
感し堅調推移となりました。

　後半に入ると、為替が円安・ドル高に進んだことが好感され上昇しました。その後、中国人民元安を背景に中国景気先行き不透明感の台頭に
加え、米中貿易摩擦懸念が再燃したことで為替が円高・ドル安に進行し、軟調な推移となりました。しかし、中国政府による財政刺激策や、米欧
首脳会談で関税撤廃に向けた交渉が開始されたこと等が好感され、やや値を戻して月末を迎えました。

ニッポン創業者株式ファンド 月次レポート
販売用資料

2018年7月31日基準
追加型投信／国内／株式

　代表取締役社長の高島宏平氏が、生産者が安心して自分の子供に食べさせられる食材を一般の家庭で手軽に手に入れられる事業構築を目
的に、同社を1997年に設立。2000年には食材の安全性を監査する“食質監査委員会”を設置し、主力事業となる食品販売サイトである
“Oisix”における食品宅配事業を開始した。

　現在、青果物、加工食品、ミールキットといった食品のほか、日用品や雑貨などの注文を受けて宅配する事業を国内で展開している。また香港、
上海においても食品宅配事業を行う。今後市場規模拡大が見込まれる食品宅配分野において、オリジナリティや付加価値の高い商品の提供や、
多種多様な消費者ニーズに応えるため、安心・安全な商品をより幅広い年齢層や生活スタイルにおいて継続的に利用できるサービスの販売促進
に努め、顧客基盤の拡大による競争優位確立を目指している。

オイシックス・ラ・大地株式会社 (3182)

当月の市場動向

組入銘柄のご紹介
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※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

ニッポン創業者株式ファンド 月次レポート
販売用資料

ファンドの目的

ファンドの特色

この投資信託（以下、「本ファンド」という場合があります。）は、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

ファンドの目的・特色

追加型投信／国内／株式

① わが国の金融商品取引所に上場する創業者が経営する企業の株式に主に投資を行います。

② 銘柄選定基準は、原則として、下記基準をすべて満たす企業とします。

Ａ：創業者が社長、最高経営責任者、会長など企業経営の重要な決定権を持ち、経営している企業

Ｂ：創業者が自社の株式を保有していること

Ｃ：日本の金融商品取引所に５年以上上場している企業
※創業者とは、事業を興し発展させた当事者を指します。

③ Horizon Asset Management LLC（以下、「ホライゾンAM社」）のジャパン・ファウンダーズ戦略選定銘柄※を参考に運用します。
※ジャパン・ファウンダーズ・ストラテジーまたはJF銘柄母集団という場合があります。

JF銘柄母集団から時価総額・売買高等により銘柄を絞り込み、さらに定量分析により組入れ銘柄を選定します。
定量分析にあたっては、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社より投資助言を受けます。

モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社
世界27拠点に展開するモーニングスター・グループのひとつであり、同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情
報を提供するグローバルな運用調査機関です。モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社はファンド選定、資産配分に関する運用助
言等を行っています。
契約資産残高約1 ,173億円（2017年12月末現在）

※資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

ホライゾンAM社
ホライゾンＡＭ社は、1994年の設立以来、長期、逆張り戦略、そしてファンダメンタル・バリューの投資哲学を用いる米国の独立系投資顧
問会社です。米国証券取引委員会に投資顧問業者の登録をしています（登録番号：801 -47515）。親会社であるHorizon
Kinetics LLCは、ホライゾン・グループの持株会社として2011年5月に設立されました。Horizon Kineticsは、受託資産残高約57億米
ドル、約75名の社員を抱え、ニューヨークを拠点としています。（2017年12月末現在）

※記銘柄選定プロセスは、ホライゾンＡＭ社のＪＦ銘柄母集団の変更、株式市場規模や売買高あるいはファンド規模等に伴う銘柄選定基準の
※見直し等により変更される場合があります。

④ 本ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。
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※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

流動性リスク 株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待される価格で売買
できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。

投資リスク

ニッポン創業者株式ファンド 月次レポート
販売用資料

追加型投信／国内／株式

基準価額の変動要因

本ファンドは、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、投資者の皆様の投資元本は保証され
ているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべ
て投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあ
ります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。

主な変動要因

株価変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動しま
す。本ファンドは株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。

委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。

信用リスク 投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株式の価格が下落した
場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。　

その他の留意点

・本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。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、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。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。
・収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

リスクの管理体制
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※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ニッポン創業者株式ファンド 月次レポート
販売用資料

追加型投信／国内／株式

お申込みメモ

購入価額 購入申込受付日の基準価額

購入単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金代金 換金申込受付日から起算して5営業日目以降のお支払いとなります。

換金単位

換金価額

販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金申込受付日の基準価額とします。

申込締切時間 午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。

購入・換金
申込受付の中止

及び取消し

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付を中止すること
や、すでに受付けた購入・換金申込の受付を取消すことがあります。

○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、
　 その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。
○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。
○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。
○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。
○お申込みの際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

信託期間 無期限（設定日 ： 平成25年6月7日）

繰上償還

決算日 毎年6月4日（休業日の場合は翌営業日）

受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、運用の参考とするジャパン・ファウンダーズ・ストラテジーの使用が出来
なくなった場合等には繰上償還となる場合があります。

課税関係
課税上は株式投資信託として取扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※税制が改正された場合には、変更となる場合があります。

本資料のご留意点

収益分配 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※販売会社によっては分配金の再投資コースを設けています。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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※委託会社の報酬より、投資顧問（助言）会社への報酬及び運用の参考とするホライゾンAM社の「ジャパン・ファウンダーズ・
 　ストラテジー」に対する使用料等が支払われます。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される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。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

追加型投信／国内／株式

ニッポン創業者株式ファンド 月次レポート
販売用資料

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入申込金額に3.24％（税抜：3.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額 信託財産留保額はかかりません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

ファンドの日々の純資産総額に年1.6578％（税抜：年1.535％）を乗じて得た額とします。運用管理費用（信託
報酬）の配分は下記の通りとします。なお、当該報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営
業日）及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

運用管理費用（信託報酬） 年1.6578％（税抜：年1.535％）

内
　
　
　
訳

委託会社 年0.8640％（税抜：年0.800％）

販売会社

販売会社 ※最終頁をご参照ください。　（受益権の募集・販売の取扱い、及びこれらに付随する業務を行います。）

年0.7560％（税抜：年0.700％）

受託会社 年0.0378％（税抜：年0.035％）

委託会社、その他関係法人

その他費用
及び手数料

ファンドの監査費用、有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要す
る諸費用、開示書類等の作成費用等（有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印
刷費用等）が信託財産から差引かれます。
※これらの費用は、監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。

委託会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社　 （信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）及び運用報告書の作成等を行います。）

　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第311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　 （ファンド財産の保管・管理等を行います。）

運用管理費用
（信託報酬）
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販売会社一覧

金融商品取引業者名 登録番号
加入協会

日本証券業
協会

一般社団法人
金融先物取引業

協会

一般社団法人
日本投資顧問業

協会

一般社団法人
第二種金融商品

取引業協会

ニッポン創業者株式ファンド 月次レポート
販売用資料

追加型投信／国内／株式

○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長
（金商）第20号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第44号 ○ ○

○

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第110号 ○ ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第195号 ○ ○ ○

フィリップ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第127号 ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第52号 ○ ○ ○

■販売会社では、受益権の募集・販売の取扱い、及びこれらに付随する業務を行います。

ファンドのご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

8


