
月次レポート 2023年4月28日 現在

販売用資料  

愛称：

追加型投信/国内/株式

わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
1

東証株価指数（TOPIX／配当込み）をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
2

株式への投資にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析等によって中長期的な成長が期待できる銘柄を厳選し投資します。3

毎年2・5・8・11月の各4日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、基準価額の水準等を勘案して分配を行います。なお、将来の分配金が保証され

ているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。

4

基準価額

前月末基準価額

 （月間騰落額）

10,787 円

10,619 円

(168  円)

純資産総額

マザーファンド組入比率

9 億円

99.6%

為替ﾍｯｼﾞ比率
-

●

●

●

信託設定日

信託期間

決算日

（休業日の場合は翌営業日）

2006年12月4日 

無期限

2、5、8、11月の各4日
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純資産総額（右目盛）

基準価額（左目盛）

分配金再投資基準価額（左目盛） ベンチマーク（左目盛）

(円) （億円）

ファンド ベンチマーク

過去1ヵ月
1.6% 2.7%

過去3ヵ月 5.0% 5.4%

過去6ヵ月
9.2% 8.2%

過去1年
12.3% 11.3%

過去3年 51.5% 51.0%

過去5年 25.5% 30.7%

設定来
41.3% 81.7%

※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。信託報酬率は後記の「運用管理費用（信託報酬）」をご覧ください。

※「分配金再投資基準価額」は、過去に支払われた分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

※収益率は「分配金再投資基準価額」より算出しており、実際の投資家利回りとは異なります。

※収益率は年率換算を行っていません。  

※ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX／配当込み）を示しています。

※上記のグラフのベンチマークは、ファンド設定日を10,000として指数化しています。

2023/02/06
235 円

2022/11/04 0 円

2022/08/04 0 円

2022/05/06
0 円

2022/02/04
0 円

2021/11/04 450 円

2021/08/04
330 円

2021/05/06
395 円

設定来合計 2,905 円

※分配金は、1万口あたり。

※運用状況によっては、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。

有価証券要因

為替要因

信託報酬等

分配金

180円

0円

-12円

0円

月間騰落額 168円

※騰落額要因分析は、委託会社独自の見解に基づいて試算し

た概算値であり、傾向を説明するための参考値です。

※各数値は四捨五入しているため、月間騰落額とは一致しない

場合があります。

■本資料はパインブリッジ・インベストメンツ株式会社によって作成された販売用資料です。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめまたは同時にお渡しい

たしますので、必ずお受取のうえ内容を十分にお読みください。最終的な投資判断は、お客様ご自身でなさるようにお願いいたします。■当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れら

れている有価証券等の値動きの影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありま

せん。■本資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の

運用成果等をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。■本資料は情報の提供を目的とするものであり、

個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。 1/5
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個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。

組入状況

ポートフォリオ特性値 資産構成

銘柄数 42 銘柄

国別構成比

日本 100.0%

その他 0.0%

合計 100.0%

有価証券組入比率 95.0 %

短期資金等 5.0 %

電気機器 27.0%

情報・通信業 8.7%

輸送用機器 7.8%

食料品 7.5%

銀行業 6.6%

小売業 6.2%

その他製品 5.2%

化学 5.1%

その他 26.0%

合計 100.0%

業種別構成比

組入上位銘柄
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※データはマザーファンドの状況です。

※各構成比は、作成基準日時点の組入有価証券評価額に

対する比率です。また、四捨五入して表示しているため、合計

が100％にならない場合があります。

銘柄名 銘柄概要 カテゴリー 業種 組入比率

日本電信電話 国内通信最大手。地域電話独占、携帯電話、長距離電話でシェア大。 D 情報・通信業 7.9%

トヨタ自動車 乗用車やトラック、バスなどを世界中で製造および販売。世界展開を加速している。 C 輸送用機器 5.8%

日立製作所 総合電気・重電で国内上位。研究開発力に定評。優良子会社多数。 D 電気機器 4.8%

伊藤忠商事 総合商社大手。繊維で断トツに強い。情報通信と中国展開で先行。米国法人は商社中で最強。 D 卸売業 4.6%

キーエンス
FA機器用のセンサーや制御・計測機器、試験研究機器を展開。光ファイバー・光電子センサー、バーコード
読み取り機など。

B 電気機器 4.5%

ソニーグループ AV機器世界最大。ゲーム、音楽、映画、金融に多角化。 C 電気機器 4.2%

味の素 調味料国内最大手。アミノ酸技術で医薬等多角化しており、海外では家庭用食品を拡大。 D 食料品 3.8%

東急
地域および郊外の通勤・通学者向け鉄道輸送などのサービスを提供。不動産開発、ホテル運営などの事業
も手掛ける。

D 陸運業 3.7%

日本電気
情報技術サービス会社。公共ソリューション開発、社会インフラ開発、エンタープライズ・ソリューション開発等の
サービスを提供する。

D 電気機器 3.6%

ファナック 工作機械用NC（数値制御）装置や、多関節ロボットの開発で強い。 C 電気機器 3.4%

※組入上位銘柄の構成比率は、作成基準日時点の組入有価証券評価額に対する比率です。

※業種は、東京証券取引所の業種分類に基づいて表示しています。

A
高成長株 安定成長株

B
循環的成長株

C
成熟企業株

D
企業の成長過程

*パインブリッジ・インベストメンツの運用の特色

企業の成長段階にあわせて、投資対象銘柄

を4つ(A.高成長株、B.安定成長株、C.循環

的成長株、D.成熟企業株)に分類し、カテゴ

リー毎に分析する基準を設定して、個々に企

業の評価を行います。
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＜市場環境＞

当月の日本株式市場は、米国の著名投資家が日本の株式市場への追加投資を表明したことや、日銀が月末の金融政策決定会合で大

規模な金融緩和策を維持したことなどを好感して、上昇しました。業種別では、その他製品、建設業、電気・ガス業、陸運業、食料品等

がアウトパフォームしました。鉄鋼、証券・商品先物取引業、金属製品、非鉄金属、電気機器等はアンダーパフォームしました。

＜運用報告＞

当月に当ファンドは 1.6％上昇し、同期間のベンチマークを 1.1％アンダーパフォームしました。業種要因の寄与はプラスでした。オーバーウェイ

トのその他製品、食料品、アンダーウェイトの鉄鋼、証券、商品先物取引業、機械のプラス寄与が、オーバーウェイトの電気機器、非鉄金

属、アンダーウェイトの電気・ガス業、卸売業、その他金融業のマイナス寄与を上回りました。個別銘柄要因はマイナスでした。情報・通信

業、陸運業、不動産業の保有銘柄のプラス寄与が、その他製品、化学、輸送用機器の保有銘柄のマイナス寄与を下回りました。プラスに

寄与した主な保有銘柄は、東急、味の素、日本電信電話、三井不動産、アサヒグループホールディングス、マイナスに寄与した主な保有銘

柄は、アドバンテスト、キーエンス、ファナック、信越化学工業、フジクラでした。

業績改善の進む銘柄、特に独自の製品・ビジネスモデルにより中期的に高成長が見込まれる循環成長および安定成長銘柄を中心とした

ポートフォリオを維持しました。安定した業績により株主還元向上も期待できる日本電信電話、自動車業界において競争優位性の高いト

ヨタ自動車、事業再編と構造改革による業績改善が期待される日立製作所、資源エネルギー関連から消費財関連事業へのシフトにより

利益の安定性が高まっている伊藤忠商事、世界的に高まる省力化投資需要を背景に安定成長の続くキーエンス、ゲーム事業が業績をけ

ん引しているソニーグループ、海外事業とヘルスケア事業の利益成長が期待される味の素、運賃改定やホテル事業の回復で利益改善が期

待される東急、デジタルトランスフォーメーションに取り組む企業向けの IT サービスが好調な日本電気、世界的な人手不足による製品需要

の高まりが期待されるファナックです。

＜今後の見通し＞

新型コロナウイルスの世界的拡大、米中関係、ロシア・ウクライナ情勢、中東情勢や世界的な物価・金利上昇や一部金融機関の経営不

安など、引続き景気の見通しは不透明と考えます。各国の情勢や物価・金利変動が為替や企業業績へ与える影響を引き続き注視いたし

ます。業績改善の進む銘柄、特に独自の製品・ビジネスモデルにより中期的に高成長が見込まれる循環成長および安定成長銘柄を中心

としたポートフォリオを維持する方針です。事業再編、M&A または IoT、5G、DX など技術革新により異業種連携の動きが継続し、また、

ESGなど非財務分野での企業対応強化が継続しています。事業環境の変化により、今後も企業間格差は拡大していく可能性がありま

す。事業ポートフォリオ強化、拡販体制整備およびコスト構造改革の取り組みによって中期的に収益性改善余地の大きい企業に引き続き

注目していきます。
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リスクおよび留意点

当ファンドは、実質的に値動きのある有価証券等を主要投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは預

貯金とは異なり、元本が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、投資元本を割り込むことがあります。これ

らの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。

当ファンドが有する主なリスク要因は以下の通りです。

■価格変動リスク

一般に株価は、経済･社会情勢、発行企業の信用状況、経営・財務状況、市場の需給等の影響を受け変動します。組入銘柄の

価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

■流動性リスク

組入有価証券を売買する場合に、需給状況等により希望する時期および価格で売買できないことがあります。

■信用リスク

発行体や取引先の倒産や財務状況の悪化、債務不履行等の影響を受け、有価証券の価格は大きく下落します。

※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

・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。

・ファミリーファンド方式で運用されるため、マザーファンドを共有する他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その

結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

・当ファンドは、東証株価指数（TOPIX／配当込み）をベンチマークとして使用しますが、ベンチマークはファンドの運用成果そのものを表

わすものではありません。また、当ファンドは特定の株価指標等に投資成果が連動する性格のファンド（いわゆるインデックスファンド）では

ありません。

・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて行う場合があり

ます。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個

別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分

配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。

計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

<東証株価指数（TOPIX）とは>

日本の株式市場を広範に網羅する、日本の代表的な株価指数です。東証株価指数（TOPIX）に関する著作権等の知的財産権、

その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

設定・運用

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求･お申込み

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第307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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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せん。■本資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の

運用成果等をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。■本資料は情報の提供を目的とするものであり、

個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。 4/5



お問い合わせは・・・

パインブリッジ・インベストメンツ

https://www.pinebridge.co.jp/

TEL：03-5208-5858

（営業日の9：00～17：00）

◇投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。投信信託説明書（交付目論見書）は、三井

住友銀行本支店等にご用意しています。

◇投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。

◇投資信託は預金ではありません。

◇投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。

◇三井住友銀行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

◇三井住友銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

お申込みメモ（三井住友銀行でお申込みの場合）

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

投資信託は、ご購入・ご換金時に直接ご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。

※購入時手数料には消費税等相当額がかかります。

※お申込総金額とは、購入金額(基準価額×購入口

数)に購入時手数料と購入時手数料にかかる消費

税等相当額を加算した金額です。

※購入時手数料は販売会社によって異なります。

投資信託に関する留意点

委託会社、その他関係法人

●委託会社： パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第307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、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

●受託会社： 三井住友信託銀行株式会社

●再信託受託会社： 株式会社日本カストディ銀行

●販売会社： 株式会社三井住友銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第54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、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

※費用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、表示することはできません。

●購入時に直接ご負担いただく費用

・購入時手数料： 購入金額（基準価額X購入口数）に手数

料率を乗じた額とします。三井住友銀行

でお申込みの場合は、お申込総金額に

応じて下記の手数料率となります。

●換金時に直接ご負担いただく費用

・換金時手数料： かかりません。

・信託財産留保額： かかりません。

●投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

・運用管理費用（信託報酬）： 信託財産の純資産総額に

年1.496%(税抜年1.36%)の率を

乗じて得た額とします。

・監査報酬： 上記運用管理費用の中に含まれています。

・その他費用： 売買委託手数料、先物取引・オプション取引

等に要する費用等（その他費用については、

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はできません。）

●信託期間 無期限

●信託設定日 2006年12月4日（月）

●主な投資制限 株式への実質投資割合には、制限を設けません。同一銘柄への実質投資割合は、取得時において信託財産の

純資産総額の10%以下とします。

●決算および分配 2・5・8・11月の各4日（休業日の場合は翌営業日）

●分配方法 原則として毎期分配

●購入単位 当初申込みの場合：20万円以上1円単位

追加申込みの場合：1万円以上1円単位

※「投信自動積立」をご利用してご購入の場合は、上記にかかわらず1万円以上1千円単位となります。

※購入時手数料および購入時手数料にかかる消費税等相当額を含めて上記の単位となります。

※当ファンドの保有残高がある場合または「投信自動積立」を既にお申込みの場合を「追加申込み」といいます。

●購入価額 購入申込受付日の基準価額

●換金価額 換金申込受付日の基準価額

●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。

●購入・換金の ありません。原則、毎営業日にご購入・ご換金ができます。

申込受付中止日

※購入単位、購入時手数料は、販売会社によって異なります。

※お申込みの詳細（購入単位、購入時手数料、基準価額等）については、販売会社までお問い合わせください。

お申込総金額 手数料率

1億円未満の場合 3.3％（税抜3.0％）

1億円以上の場合 2.2％（税抜2.0％）

設定・運用

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求･お申込み

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第307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

一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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販売用資料  

愛称：

追加型投信/国内/株式

■本資料はパインブリッジ・インベストメンツ株式会社によって作成された販売用資料です。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）等をあらかじめまたは同時にお渡しい

たしますので、必ずお受取のうえ内容を十分にお読みください。最終的な投資判断は、お客様ご自身でなさるようにお願いいたします。■当ファンドの基準価額は、同ファンドに組入れら

れている有価証券等の値動きの影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって投資信託は預金と異なり、元本および利回りの保証はありま

せん。■本資料の情報は信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。過去の実績に関する数値は、将来の

運用成果等をお約束するものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。■本資料は情報の提供を目的とするものであり、

個別銘柄の売却、購入等の行為を推奨するものではありません。 5/5




