
りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型）
愛称：Ｒのチカラ・オープン

第 ７ 期
（決算日 2020年７月27日）
作成対象期間（2019年７月26日～2020年７月27日）

第７期末（2020年７月27日）
基 準 価 額 10,016円
純資産総額 4,728百万円

第７期
騰　落　率 5.8％

分配金（税込み） 0円
（注）  騰落率は分配金（税込み）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。

●受益者のみなさまへ

・ 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載
すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。

　【閲覧方法】
　 右記＜お問い合わせ先＞に記載されているホームページアドレス

にアクセス⇒「ファンド情報」メニューから「ファンド・基準
価額一覧」（当ファンドが償還した場合は「償還ファンド一覧」）
をクリック⇒当該一覧から当ファンドのファンド名称をク
リック⇒運用報告書（全体版）をクリック

　※ホームページ掲載日より５年間は閲覧いただけます。
・ 運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。
　交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

アムンディ・ジャパン株式会社

＜お問い合わせ先＞
お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで
ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目2番2号

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
当ファンドはこの度、上記の決算を行いました。
当ファンドは、アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド受益証券への投資を通じて、主と
して日本の上場株式の中から個別企業のイノベーションや成長・改善戦略により、今後の収益性
向上が期待できる銘柄へ投資することにより、投資信託財産の成長をめざします。銘柄選択にあ
たっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリストによるボトムアップ調査等に基づ
くアクティブ運用を行います。
当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました。
ここに運用状況についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

追加型投信／国内／株式

交付運用報告書
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基準価額等の推移

第７期首 9,463円
第７期末 10,016円
既払分配金
（税込み）  0円
騰落率 5.8％

基準価額の主な変動要因
上昇要因
①　 2019年９月から年末にかけて、米中通商協議の進展、企業業績の改善観測が強まったこと
②　 2020年４月から当期末にかけて、コロナ禍を受けて主要各国で強力な財政・金融政策が採られ、

経済活動再開による景気回復期待が高まったこと
③　 2020年４月以降、コロナ禍で景気の先行き不安が強まるなか、個別の成長材料を持ち、堅調な業

績が見込まれ投資した銘柄の株価が上昇したこと

下落要因
①　当期初から2019年８月にかけて、米中貿易摩擦の激化や円高が進行したこと
②　 2020年２月下旬から３月にかけて、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、世界景気の

先行き不安が急速に強まったこと
③　 2020年２月下旬から３月にかけて、コロナ禍で足元の事業環境の厳しさが強まり株価が下落した

銘柄を保有していたこと

（注１）参考指数は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。
（注２）参考指数は、2019年７月25日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

運用経過

期首
2019/7/25

期末
2020/7/27

（円） （百万円）
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基準価額等の推移

－ 2 －－ 1 －

010_4150853632009_100049.indd   1 2020/09/09   13:01:18



１万口当たりの費用明細

（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４） 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するも

のを含みます。
（注５） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。

項　　目

第７期
（2019年７月26日
～2020年７月27日） 項　目　の　概　要

金額 比率

（a）信 託 報 酬
（投 信 会 社）
（販 売 会 社）

（受 託 会 社）

176円
（ 85）
（ 85）

（  5）

1.825％
（0.885）
（0.885）

（0.055）

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報
提供等の対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）売買委託手数料
（株 式）
（先物・オプション）

21
（ 21）
（  0）

0.217
（0.216）
（0.001）

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（c）そ の 他 費 用
（監 査 費 用）
（印 刷 費 用）
（そ の 他）

4
（  1）
（  3）
（  0）

0.044
（0.010）
（0.033）
（0.001）

その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

合　　計 201 2.086

期中の平均基準価額は9,639円です。

－ 2 －－ 1 －
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（参考情報）
●総経費率
　当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証
券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総
経費率（年率）は1.85％です。

（注１） １万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応する費用を含みます。
（注５） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

運用管理費用
（投信会社）
0.88%

運用管理費用
（販売会社）
0.88%

運用管理費用
（受託会社）
0.05%

その他費用
0.04%

総経費率
1.85％

－ 4 －－ 3 －
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最近５年間の基準価額等の推移� �（2015年７月27日～2020年７月27日）

最近５年間の年間騰落率

（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。

（注２） 実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの
購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注３）参考指数は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。
（注４）分配金再投資基準価額および参考指数は、2015年７月27日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

（注） 参考指数は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しております。

純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
参考指数（左軸）

2015/7/27 2020/7/272016/7/25 2017/7/25 2018/7/25 2019/7/25
第７期首

（円） （百万円）
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2015/７/27 2016/７/25 2017/７/25 2018/７/25 2019/７/25 2020/７/27
期首 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 10,256 8,380 10,274 10,267 9,463 10,016

期間分配金合計（税込み）（円） ― 0 100 1,300 0 0

分配金再投資基準価額騰落率（％） ― －18.3 23.8 12.6 －7.8 5.8 

参考指数騰落率（％） ― －17.4 24.7 10.7 －7.9 2.5 

純資産総額（百万円） 6,545 15,808 10,519 6,019 5,838 4,728

－ 4 －－ 3 －
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投資環境
＜国内株式市場＞
　当期初、国内株式市場は下落して始まりましたが、９月に入ると米中通商協議再開の報道や欧米での
金融緩和などが投資家の安心感を誘い、株価は反発しました。その後も、米国企業の堅調な四半期決算
を受けて国内企業の業績底入れ期待が広がったことから国内株式市場は上昇を続けました。しかしなが
ら、2020年２月下旬からは新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて景気後退への懸念が急速
に強まり、国内株式市場は急落しました。その後は主要各国で強力な財政・金融政策が投入されるなか、
世界的に経済活動再開が好感され株価は反発に転じましたが、新型コロナウイルスの感染再拡大への懸
念から当期末にかけて上値の重い展開が続きました。
　このような環境下、国内株式市場では業績面で安心感のあるグロース株が物色される展開が続きまし
た。コロナショックにより企業業績の大幅悪化が想定されるなか、株価急落局面はもちろんのこと株価
が反転した後も、相対的に安心感のあるグロース株が選好される動きが強まりました。業種別では、収
益安定性に加え、ｗｉｔｈコロナ社会で事業機会の拡大が見込まれる銘柄がけん引する形で、情報・通
信業、電気機器、精密機器が堅調な動きを示しました。また、新型抗がん剤など個別材料が評価された
医薬品も好調に推移しました。一方で、コロナ禍で市況悪化が嫌気された鉱業、石油・石炭製品、鉄鋼
や業績回復の先行きがみえない空運業が低迷しました。

ポートフォリオ
＜当ファンド＞
　当ファンドは、アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として
日本の上場株式の中から個別企業のイノベーションや成長・改善戦略により、今後の収益性向上が期待
できる銘柄へ投資することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行いました。当期においては、
運用の基本方針に基づきマザーファンドの組入比率を高位に維持しました。

 （アムンディ・ジャパン株式会社）

＜アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド＞
　株式市場が通期でプラスのリターンとなったことで当ファンドも上昇しました。また、参考指数であ
るＴＯＰＩＸ（配当込み）をアウトパフォームしました。当期初から世界景気の先行きに慎重な姿勢を
崩さず、個別の成長材料を持ち、堅調な業績が見込まれる銘柄中心に投資してきたことで、コロナ禍の
不安定な市場環境の中でも着実にリターンを積み上げることが出来ました。
　投資行動としましては、期を通じて個別材料を重視した銘柄選択に努めました。当期初は米中通商問
題の長期化や消費増税の影響が懸念されることから、構造的な成長需要の取り込みが期待できる５Ｇ関
連株など外部環境に左右されない個別の材料を持つ企業中心に投資しました。コロナショック後はテレ
ワーク、遠隔地医療など新たな需要が期待できる企業、ＥＣ（電子商取引）や余暇需要拡大の恩恵を受
ける企業など、コロナ終息後の構造的な需要拡大に期待が持てる企業への投資に注力しました。

 （りそなアセットマネジメント株式会社）

－ 6 －－ 5 －
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ベンチマークとの差異
　当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファ
ンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

分配金
　収益分配金につきましては、基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、見送りとさせていただ
きました。なお、収益分配に充てず、信託財産内に留保した収益については、委託会社の判断に基づき、
元本部分と同一の運用を行います。

（％）
8.0

6.0

4.0

2.0

1.0

7.0

5.0

3.0

0.0
2019年７月25日～2020年７月27日

2.5%

5.8%

基準価額 参考指数

基準価額と参考指数の対比（騰落率）

（注） 参考指数は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。参考指数は投資対象資産の相場を説明する代
表的な指数として記載しております。

・ 「対基準価額比率」は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意
ください。

・ 「当期の収益」「当期の収益以外」は小数点以下切捨てで算出しているため、合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

分配原資の内訳 （単位：円・１万口当たり・税込み）

項　目
第７期

（2019年７月26日～2020年７月27日）

当期分配金 －

（対基準価額比率） （－％）

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 662

－ 6 －－ 5 －
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今後の運用方針
＜当ファンド＞
　引き続きアムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド受益証券を高位に組入れて運用を行います。

 （アムンディ・ジャパン株式会社）

＜アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド＞
　足元では各国での財政・金融政策による景気下支え効果を期待して株価は堅調に推移しているものの、
先行き不透明感は依然強く、期待先行の株価形成が散見されます。時間の経過とともに、コロナ禍の実
態的な影響や新たな需要の具体性などが明確になるにつれ株価の修正が進むと予想され、事実を見極め
るボトムアップ調査がより重要になってくると考えます。
　そうしたなか、引き続き財務体質、収益力、ビジネスモデルに頑健性があり、コロナ禍でも成長持続
が期待できる企業を中心にポートフォリオを構築する方針です。また、事業環境は最悪期を脱したもの
の市場懸念が根強く、悲観要因払拭（ふっしょく）時に評価見直しが期待できる企業の組入れにも注力
します。

 （りそなアセットマネジメント株式会社）

－ 8 －－ 7 －
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ファンドの概要

商 品 分 類 追加型投信／国内／株式
信 託 期 間 2013年８月20日から2023年７月25日までです。

運 用 方 針
アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド受益証券への投資を通じて、主とし
て日本の上場株式の中から個別企業のイノベーションや成長・改善戦略により、今
後の収益性向上が期待できる銘柄へ投資することにより、投資信託財産の成長をめ
ざします。

主要投資対象

りそな日本株リサーチ戦略 
ファンド（オープン型） アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンドの受益証券

アムンディ日本株リサーチ 
戦略マザーファンド 日本の株式

運 用 方 法

① マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の上場株式の中から
個別企業のイノベーションや成長・改善戦略により、今後の収益性向上が期待
できる銘柄へ投資することにより、投資信託財産の成長をめざします。

② 銘柄選択にあたっては、ストラテジストによるマクロ分析およびアナリストに
よるボトムアップ調査等に基づくアクティブ運用を行います。

③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。

分 配 方 針

毎決算時（年１回、原則毎年７月25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として、
以下の方針に基づき収益分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越
分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。分配
金額は､ 委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

－ 8 －－ 7 －
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当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
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-20
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（％）

0

最大値
最小値
平均値

（2015年７月～2020年６月）

各資産クラスの指数
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCIコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA-BPI国債
先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）

※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。

・全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
・ 当ファンドは、分配金（税込み）が分配時に再投資されたものとみなして計算した年間騰落率に基づ

き計算されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
・ 騰落率は直近月末から遡って算出した結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率及び最小騰落率
 （%）

当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
平均値 4.9 5.0 6.2 2.4 1.8 0.8 0.2
最大値 31.5 32.2 33.3 36.7 9.3 14.0 19.3
最小値 －20.7 －22.0 －18.0 －27.7 －4.0 －12.3 －17.4

（注１）上記は、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
（注２） 上記は、2015年７月から2020年６月の５年間の各月末における直近１年間騰落率の平均値・最大値・最小値を、当ファンド及び他

の代表的な資産クラスについて表示したものです。

－ 10 －－ 9 －
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ファンドのデータ

当ファンドの組入資産の内容
組入ファンド 2020年７月27日現在
 （組入銘柄数：１銘柄）

銘　柄 比率

アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド 99.8％
（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されております。

種別構成

（注１）資産別配分の比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）国別配分および通貨別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（注３）比率は、小数点以下第２位を四捨五入しております。

日本
100.0％

円
100.0％

その他
0.2%

親投資信託受益証券
99.8%

資産別配分 国別配分 通貨別配分

※当期間（第７期）中における追加設定元本額は87,652,270円、同解約元本額は1,535,806,121円です。

純資産等

項目 第 ７ 期 末
2020年７月27日

純資産総額 4,728,709,298円

受益権総口数 4,720,997,951口

１万口当たり基準価額 10,016円

－ 10 －－ 9 －
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組入ファンドの概要
＜アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド＞
第４期　決算日：2020年７月27日

（計算期間：2019年７月26日～2020年７月27日）
基準価額の推移

種別構成

組入上位10銘柄 2020年７月27日現在
 （組入銘柄数：77銘柄）

銘柄 業種 比率
1 トヨタ自動車 輸送用機器 4.6％
2 ソニー 電気機器 3.5％
3 キーエンス 電気機器 3.1％
4 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2.8％
5 ソフトバンクグループ 情報・通信業 2.7％
6 日本電信電話 情報・通信業 2.5％
7 武田薬品工業 医薬品 2.4％
8 KDDI 情報・通信業 2.3％
9 伊藤忠商事 卸売業 2.2％
10 村田製作所 電気機器 2.1％

国内株式
98.2%

日本
100.0％

円
100.0％

その他
1.8%

資産別配分 国別配分 通貨別配分

2019/10 2020/1 2020/4期首 期末

（円）

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

基準価額

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２） 全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）

に記載されております。

（注１）資産別配分の比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）国別配分および通貨別配分の比率は、ポートフォリオ部分に対する評価額の割合です。
（注３）比率は、小数点以下第２位を四捨五入しております。

１万口当たりの費用明細

（注１）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注２） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。

項　　目
第４期

（2019年７月26日
～2020年７月27日） 項　目　の　概　要
金額 比率

（a）売買委託手数料 27円 0.211％ 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（株 式） （27）（0.210） 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション） （ 0）（0.001）

（b）そ の 他 費 用 0 0.000 その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（そ の 他） （ 0）（0.000） 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等
合　　計 27 0.211

期中の平均基準価額は12,633円です。

－ 12 －－ 11 －
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指数に関して

◇「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
•東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数値の公表、
利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は、東京証券取引所
が有します。東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値
の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有します。

• MSCIコクサイ・インデックス（税引後配当込み、円ベース）
MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成
されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

• MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ベース）
MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興
国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属 
します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

• NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体
の動向を表す投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属
します。

• FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このイン
デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの
正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属
します。

• JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドとは、J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表
している、現地通貨建のエマージング・マーケット債で構成されている指数です。同指数の著作権は
J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

－ 12 －－ 11 －
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