
純資産総額の推移（月次）

月次運用レポート
追加型投信/内外/株式

レオス・キャピタルワークスよりお客様へ
運用状況ならびに運用責任者からお客様へのメッセージなどをご報告します。

基準価額の推移（日次） 作成基準日：2019年5月31日

運用成績
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来

261.4%
TOPIX -6.5% -4.9% -8.1% -11.4% 17.1% 142.7%
ひふみプラス -5.9% -2.7% -6.0% -14.8% 30.3%

ひふみプラス 投資信託財産の構成 第5期 2016年9月 0円

ひふみプラスの運用状況 分配の推移（１万口当たり、税引前）

基準価額 36,141円 第3期 2014年9月 0円

純資産総額 5759.6億円 第4期 2015年9月 0円

現金等 -0.1% 第7期 2018年10月 0円

ひふみ投信マザーファンド 100.1% 第6期 2017年10月 0円

合計 100.0% 設定来合計 0円
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2019年5月度ひ ふ み プ ラ ス

※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

※当レポートで言う基準価額とは「ひ
ふみプラス」の一万口あたりの値段
のことです。また信託報酬控除後の
値です。信託報酬は、純資産総額が
500 億 円 ま で は 年 率 1.0584% （ 税
込）、500億円を超え1,000億円まで
の 部 分 は 年 率 0.9504% （ 税 込 ） 、
1,000億円を超える部分については
0.8424 %（税込）となります。

※現金等比率は、マザーファンドの純
資産総額に占める「預金その他」の
割合です。

※ひふみプラスの当初設定日の前営業
日（2012年5月25日）を10,000円と
して指数化し、基準価額とTOPIXの
グラフや設定来の運用成績の表を作
成しています。

※TOPIXは、全てTOPIX（配当込み）
を 用 い て い ま す 。 TOPIX （ 配 当 込
み）は当ファンドのベンチマーク
（運用する際に目標とする基準）で
はありませんが、参考として記載し
ています。 TOPIXとは東証株価指数
のことで、東京証券取引所第一部に
上場されているすべての銘柄の時価
総額（株数×1株当り時価）の合計
を指数化して算出され、日本の株式
市場全体の動きをあらわすともいえ
ます。TOPIX（配当込み）とは、配
当収益を考慮して東京証券取引所が
算出・公表している指数です。

※当レポートにおいて特段の注記がな
い場合は、作成基準日時点における
組入銘柄比率や運用実績を表してい
ます。また運用成績など 表記の値に
ついては小数点第二位を四捨五入し
て表示しています。そのため組入比
率などでは合計が100%にならない
場合があります。

※純資産総額は1,000万円未満を切捨
てで表示しています。

※ひふみプラスは、ひふみ投信マザー
ファンド（親投資信託）を通じて実
質的に株式に投資しています。

※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。
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ひふみ投信マザーファンドの状況 資産配分比率

国内株式 82.9%

233銘柄組み入れ銘柄数

純資産総額 7241.5億円

1.3%

海外株式

市場別比率 合計 100.0%

東証一部 77.5%

東証二部

11.7%

現金等 5.3%
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マザーズ 2.8%

JASDAQ 1.4%

その他海外株 11.7%

現金等 5.3%

合計 100.0%

業種別比率

※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

※「資産配分比率」「市場別比率」
「業種別比率」 はマザーファンド
の対純資産比率にて表示しており
ます。

※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。
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※業種別比率について：東証33業種
分類を用いて表示しています。非
保有の業種は表示されません。

また海外株式については「その他
海外株」として表示しています。

資産配分比率などの状況
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1.5%
個人・中小企業及び会計士向け財務会計ソフト及びそれらのオンラインサービスの提供を行な
う。これまでパッケージベースで提供されていたものからオンラインベースでの課金サービス型
への切り替えを積極的に進めており収益性が上昇、またオンデマンドで働く層の増加で市場その
ものも拡大中。

10

VISA INC-CLASS A V 大型 NYSE その他海外株 1.5%
クレジットカードでおなじみの世界的な決済テクノロジー企業。VISAのテク
ノロジーにより、世界中の様々な人、企業、政府があらゆる場所で決済する
ことが可能に。

9

INTUIT INC INTU 大型 NASDAQ その他海外株

1.6%
橋梁やトンネルといった道路構造物をはじめとするインフラの補修・補強を
行なう。日本全国で進行している公共インフラ老朽化の対策を担う。

8

アマノ 　　　6436 中小型 東証一部 機械 1.6%
就業時間管理システムや駐車場管理、床面洗浄機をはじめ、企業の労働環境
改善に向けた製品を提供。働き方改革が進む中、当社製品の引き合いが強ま
る可能性も。また営業にも強み。

7

ショーボンドホールディングス　　　　　　1414 中小型 東証一部 建設業

1.7%
アメリカの小売企業。メーカーや他の小売店の過剰在庫や倒産企業の在庫を
格安で仕入れることで特に低所得者層に魅力的な価格での販売を実現してい
る。現在、東海岸中心の店舗網であり今後の店舗網拡大の余地も大きい。

6

シスメックス 　　　6869 大型 東証一部 電気機器 1.7%
検体検査機器や試薬の世界的大手。試薬の利益率が高く、継続的な需要が見
込まれるため、日本では数少ない景気変動の影響を受けにくい高成長企業。

5

OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS OLLI 大型 NASDAQ その他海外株

2.0%
同社の強みである営業力を生かして、インターネット回線や水、保険など複
数のストックビジネス（毎月安定的に収益を得られるビジネス）を手掛け
る。

4

東京センチュリー 　　　8439 大型 東証一部 その他金融業 1.9%
みずほFG、伊藤忠商事などを母体とする会社。競合他社の参入が難しいとさ
れる航空機、環境エネルギー、不動産事業に積極的に取り組むことで、成長
を目指す。

3

光通信 　　9435 大型 東証一部 情報・通信業

電気通信設備工事のリーディングカンパニー。光ファイバーケーブル網の敷
設や、サーバーによるネットワークの構築等を全国規模で行ない、日本の情
報インフラを支える。

2

ネットワンシステムズ 　　　7518 中小型 東証一部 情報・通信業 2.1%
ネットワーク構築から運用まで、「つなぐ・むすぶ・まもる・かわる」をコ
ンセプトにサービス提供。働き方改革を背景としたIT投資やセキュリティー
ニーズの増加を追い風にした成長を期待。

組入比率

企業ロゴ等 銘柄紹介

1

協和エクシオ 　　1951 大型 東証一部 建設業 2.2%

銘柄名 銘柄コード 規模 上場市場 業種

※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

※規模は作成基準日時点の時価総額と以下の区分に基づき作成しています。
大型（3,000億円以上）、中小型（300億円以上、3,000億円未満）、超小型（300億円未満）

※「組入比率」はマザーファンドの対純資産比率です。

銘柄紹介（基準日時点の組入比率1～10位)
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0.9%

30 宝ホールディングス 2531 中小型 東証一部 食料品 0.9%

29 兼松 8020 中小型 東証一部 卸売業

1.0%

1.0%28 ＴＤＫ 6762 大型 東証一部 電気機器

27 リログループ 8876 大型 東証一部 サービス業

1.0%

26 MICROSOFT CORP MSFT 大型 NASDAQ その他海外株 1.0%

25 あい　ホールディングス 3076 中小型 東証一部 卸売業

1.1%

24 グンゼ 3002 中小型 東証一部 繊維製品 1.0%

23 VISA INC-CLASS A V 大型 NYSE その他海外株

1.2%

22 ジャフコ 8595 中小型 東証一部 証券、商品先物取引業 1.2%

21 ソニー 6758 大型 東証一部 電気機器

1.3%

20 ミライト・ホールディングス 1417 中小型 東証一部 建設業 1.2%

19 アマノ 6436 中小型 東証一部 機械

1.3%

18 九電工 1959 中小型 東証一部 建設業 1.3%

17 日本電産 6594 大型 東証一部 電気機器

1.4%

16 INTUIT INC INTU 大型 NASDAQ その他海外株 1.3%

15 コスモス薬品 3349 大型 東証一部 小売業

1.4%

14 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3769 大型 東証一部 情報・通信業 1.4%

13 ＳＵＭＣＯ 3436 大型 東証一部 金属製品

1.5%

12 シスメックス 6869 大型 東証一部 電気機器 1.5%

11 ダイフク 6383 大型 東証一部 機械

1.7%

10 ショーボンドホールディングス 1414 中小型 東証一部 建設業 1.7%

9 共立メンテナンス 9616 中小型 東証一部 サービス業

1.8%

8 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 大型 東証一部 情報・通信業 1.7%

7 アンリツ 6754 大型 東証一部 電気機器

1.9%

6 OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS OLLI 大型 NASDAQ その他海外株 1.8%

5 リクルートホールディングス 6098 大型 東証一部 サービス業

1.9%

4 ネットワンシステムズ 7518 中小型 東証一部 情報・通信業 1.9%

3 東京センチュリー 8439 大型 東証一部 その他金融業

情報・通信業 2.1%

1 協和エクシオ

銘柄名 銘柄コード 規模 上場市場 業種 組入比率

1951 大型 東証一部 建設業 2.3%

2 光通信 9435 大型 東証一部

※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

※規模は以下の区分に基づき作成しています。
大型（3,000億円以上）、中小型（300億円以上、3,000億円未満）、超小型（300億円未満）

※「組入比率」はマザーファンドの対純資産比率です。

銘柄紹介（2019年2月28日時点）



5※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

※組入比率など運用についての記述
は、すべてひふみ投信マザーファ
ンドに関するご説明です。

※当資料では「ひふみ投信マザー
ファンド」のことを「ひふみ」と
略する場合があります。

5月の株式相場は米中貿易交渉合意期待の剥落、そして貿易摩擦の激化懸念を背景

に世界的に軟調な展開が続き、月末の日経平均株価は前月比7.4％安の20,601.19円に

大幅反落しました。

5月の日経平均株価は大幅安スタートを余儀なくされます。ゴールデンウィーク終

盤、米大統領が2,000億ドル相当の中国輸入品への追加関税引き上げを示唆しまし

た。この報道を受けて6日の株式市場は中国株を筆頭に全面安商状となり、連休明け

の日本株式市場は売り一色となります。事前から予定されていた米中協議は予定通

り実施されましたが、中国に対する追加関税の実施が現実的なものとなったことで

合意への期待は日に日に薄まり、株安が進みました。そして日本時間10日には米国

政府が中国への追加関税を発動し、中国側は報復措置を示唆します。また米中貿易

交渉は特に大きな進展も見られないまま終了すると、中国が米国からの輸入品に対

する関税引き上げを発表と正に貿易戦争の様相を呈し、14日に日経平均株価は

21,000円の大台を下回ります。その後は米国大統領や財務長官らが米中貿易交渉に

対する前向きな発言を繰り返したこともあってマーケットは落ち着きを取り戻しま

したが、発言とは裏腹に米国政府は中国通信機器最大手のファーウェイとの米国製

ハイテク部品などの事実上の禁輸措置を発表、中国側は協議継続に否定的な姿勢を

示すなど貿易摩擦は日に日に激化するなか、日経平均株価は暫く21,000円水準での

上値の重い展開となりました。そして月末に一段安の動きとなります。トランプ大

統領はメキシコからの全輸入品に対して5％の関税を課すと唐突にツイッターで発言

しました。加えてホワイトハウスはメキシコからの不法移民の危機が軽減されなけ

れば10月までに関税率を25％まで引き上げるとの声明も発表します。対中国だけで

なく、他国にも強気な姿勢を見せる米国の自国主義の動きが再び強まるなか、マー

ケットはリスクオフ基調を強め、日経平均株価、NYダウ指数、米ドル/円レート揃っ

て2月以来の安値水準で月末を迎えました。

トレーディング部長
岡田 雄大

投資環境（株式市場等での出来事）について
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5月の運用について

※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

※組入比率など運用についての記述
は、すべてひふみ投信マザーファ
ンドに関するご説明です。

※当資料では「ひふみ投信マザー
ファンド」のことを「ひふみ」と
略する場合があります。

代表取締役社長
最高投資責任者

藤野 英人

5月1日から令和がスタートしました。幸先の良いスタートを期待していました

が、米中貿易戦争の再勃発により厳しい展開になりました。長い連休のあとにトラ

ンプ米大統領のツイッターによる突然の中国に対する関税引き上げ宣言が米中貿易

戦争の再勃発の引き金になりました。背景や見通しについては三宅のコメントをご

参照ください。そのような厳しい市場環境の中、ひふみも苦戦を強いられて、5月の

パフォーマンスは-5.9%とふるいませんでした。一方で配当込みのTOPIX（配当込

み）は-6.5%で、1月から5ヶ月連続で上回ることになりました。

このような環境の中で、現金比率を少しだけ上昇させました。あとは中国株の割

合を減らすと同時に米国株式の中でも米中貿易戦争の影響を受けにくい銘柄の比率

を上昇させました。日本株でも米中貿易戦争の影響を受けやすい輸出ハイテク企業

の比率を減らし、一方でAIなどの新規産業や、地味で地道ではあるけれども、時代の

変化をとらえて業績を上げ続ける会社に資金をシフトしました。お客様にとっても

非常に難しい相場展開が続きますが、このような時期にしっかり毎月つみたてを継

続することが長期的に成功しやすい投資方法であると確信しています。お客様の期

待にこたえられるように全力で運用をしますので、これからもひふみをよろしくお

願いいたします。

運用責任者よりお客様へ



7※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

運用本部
経済調査室長

三宅 一弘

市場環境の見通しについて

市場の注目を集めてきた米中通商交渉は、4月末頃まで最終合意に接近と楽観ムードでし

た。ところが、5月に入って米トランプ政権の強硬策が鮮明化し、中国も報復策を打ち出すな

ど、「米中新冷戦」に現実味が増し、世界の株式市場は同時安に転じました。6月28～29日

に開催されるG20大阪サミットには、トランプ大統領や中国の習近平主席が出席予定で、米

中両国が通商交渉の妥結に向けて歩み寄るとの期待があります。しかし、昨今の米中首脳の

言動からは対立激化や報復合戦が懸念されます。加えて、米国はメキシコに対して不法移民

を阻止するよう制裁関税を課す方針です。世界の投資資金がリスク回避を強めれば、為替は

円高リスクが高まります。主要国株式市場は下ブレリスクを内包しながら、「米中新冷戦」

という新しい投資環境を織り込む動きの中にあると推察されます。

米中貿易戦争の経緯は、米国が昨夏に中国輸入品500億ドルに25％の追加関税を賦課、5月

10日に2,000億ドルの追加関税も10→25％に引き上げ、さらに残り3,000億ドル超にも6月下

旬頃から25％の追加関税の賦課を通告しました。中国もそれぞれ報復関税で対抗し、6 月か

ら対米輸入品のほぼ全て（約1,100億ドル分）に最大25％の追加関税を課しました。米中間で

は昨年12月以降、中国の知的財産権の保護強化や外資企業に対する技術移転の強要禁止、国

有企業の優遇策（補助金）是正などが話し合われてきましたが、合意に至らず、トランプ大

統領は5月5日のツイートで上記強硬策を打ち出しました。この結果、米中双方の輸入品には

ほぼ全てに25％の追加関税が課されます。

さらにトランプ大統領は5月15日に米国企業による非米国企業の通信機器使用を禁止する

大統領令に署名し、加えて、米商務省は米国政府の許可なしに米国製品を輸出できない規制

リスト（エンティティー・リスト）にファーウェイおよび関連中国企業を加えました。事実

上の禁輸措置です。これによってグーグル、インテル、クアルコムなど米国の技術中核企業

に加えて、英国のアームなど海外有力企業もファーウェイとの取引を停止・縮小する方針で

す。一方、中国も対抗して「信頼できない外国企業のリスト」を作成する方向です。米国は

中国外しの生産供給体制を目指しているとみられますが、日本企業などに対しても米中どち

らの陣営に入るのか「踏み絵」を迫る動きが増えそうです。

米中首脳の基本戦略は時間軸で差異が大きくなってきています。トランプ大統領は中国の

不公正貿易を正し、それらを成果に2020年11月の大統領選挙に勝利することを目指していま

す。一方、習近平主席はトランプ政権後の次なる大統領を視野にする長期・持久戦をにじま

せています。これに対してトランプ政権は対中圧力を強めそうですが、中国はある程度の妥

協も交えながら長期的な勝利を目指す姿勢です。

米中両政権にとって最終的には国民の支持が重要です。世論は景気（雇用・所得環境）や

株価に左右されますので、米中とも金融・財政政策などで下ブレ回避を目指すと推察されま

す。米国の金融政策決定会合（FOMC）は6月18～19日に開催されますが、米中貿易戦争の激

化に対してFRBが利下げなどで側面支援するのか要注目です。また、対中関税の引き上げは

米政府に多大な財政収入（単純計算で年1,300億ドル）をもたらし、インフラ投資の余地を広

げます。一方、中国は10月1日が建国70周年記念で景気の下ブレ回避に動くでしょう。国内

面で6月は消費増税を予定通り10月から実施するのかの最終判断や、参院選（7月頃）に衆院

選をぶつけるのかが焦点です。日本株は、米中貿易戦争激化の中で消費増税実施が下ブレリ

スクを高め、延期・凍結がベターでしょう。米中の強硬策と報復・妥協や、内需刺激策が交

錯する中で、新冷戦を織り込む相場が予想されます。



シニア・アナリスト

Yuasa Mitsuhiro
湯浅 光裕
取締役運用本部長
シニア・
ファンドマネージャー

Yatsuo Hisashi

Kurioka Daisuke

渡邉 庄太

栗岡 大介

勤め始めてから給与のほんの一部で細々とあしながおじさんを続けてい
ます。いつかは幼児教育などにも関わって、次世代のひとたちの有意義
な人生のお手伝いがしたいなと思っています。

アメリカでは例えばフロリダ州やテキサス州は所得税をゼロにして州外
からの住民の獲得に注力しており、実際ニューヨークやサンフランシス
コの金融機関やテクノロジー企業が本社や工場を移したりするなど、住
民の流動化が起こっています。日本ではせいぜいふるさと納税の還元率
が問題になる程度ですが、もっとこのようなダイナミズムがあれば地方
の活気も出るのではないかと考えたりします。

私は大阪の谷町筋出身です。お相撲の谷町（タニマチ）は、谷町からき
てるといわれています。
夢をもって、日々頑張る若手にお昼や晩御飯はいつも提供するように心
がけています。わたし自身がそのような大人の方々に育てていただいた
せめてもの恩返しであります。ペイ・フォワードですね。

人の育成、教育目的の寄付をしていました。そこへ先日、アトランタの
大学卒業式で学生ローン44億円を寄付する投資家のスミス氏の事が
ニュースになって驚いたと共にこれがアメリカの強さのひとつだなぁと
思いました。自分に今後何ができるかなぁと考え入っています。

毎月、トピックを用意して運用部のファンドマネージャー・アナリストのコメントを集めています。
多様な考えや価値観をお届けすることを通じて、新しい視点を持っていただくきっかけになれば幸いです。

Fujino Hideto
藤野 英人

代表取締役社長
最高投資責任者

今月のトピック：NPOへの寄付、ふるさと納税、髪の毛のドネーションなど、お金や資産の活用法で注目しているものはあります
か？
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Watanabe Shota

運用部長
シニア・アナリスト
ファンドマネージャー

八尾 尚志
シニア・アナリスト

※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

運用部からのメッセージ

投資信託「ひふみ」を運用するレオス・キャピタルワークスの公式

note「ひふみラボnote」を公開しました。ちょっととっつきにくいと

思われがちな、「投資」のこと、「お金」のこと。本当の楽しさ、お

もしろさを伝えたくて、あれこれ研究していきます。「ミレニアル世

代の資産づくり はじめの一歩」では、ミレニアル世代を代表して、

noteのディレクターをされている平野太一さんに資産づくりに挑戦し

ていただきます。貯金ゼロからのスタートで「お金とこれから」に、

向き合っていただきます。

「アナリストが見つけたビジネストレンド ひふみのアンテナ」では、日々、ビ

ジネスの現場を歩いて取材、分析するアナリストが、独自のアンテナでキャッチ

したネタを大いに語ってもらおうという連載です。そのほか、ひふみのイベント

レポートなど、様々なコンテンツをお届けします。https://labo.rheos.jp/

自分の資産は若干の現金以外はひふみかレオス株か未上場企業に投資
をしており、一部寄付もしています。お金の循環を作ることが日本が
元気になる大事な方法だと考えているので、投資や寄付は積極的に
行なうつもりです。



Sasaki Yasuto
佐々木 靖人

シニア・アナリスト

Miyake Kazuhiro
三宅　一弘
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Ono Shotaro
小野 頌太郎

アナリスト

Katata Yuta
堅田 雄太

アナリスト

Wei Shanshan
韋 珊珊

シニア・アナリスト

Takahashi Ryo
高橋 亮

シニア・アナリスト

運用本部
経済調査室長

ふるさと納税を3年くらい継続しています。質問の趣旨と異なるかもし
れませんが、個人的には趣味と実益を兼ねた「飲みニケーション」に
使っています。マーケットで仕事を継続する上で、情報や人間関係（仲
間･友人）などが大変重要と思いますが、役立っているように感じてい
ます。

ふるさと納税は制度が出来た年から継続しています。寄付は、予算を決
めているわけではないですが、スポットで医療研究や活動を支援する
ようなものに行なっています。それから国内外問わず災害地域への寄
付をしています。

テレビでスポーツ観戦は一切しないのですが、スマホでゲーム実況はよ
く流しています。楽しい配信者（プレイヤー）には寄付をするのです
が、配信者からの反応が返ってきたり、沢山の視聴者の中でも特別扱い
してもらえる等の特典があったりと、面白い仕組みになっています。

キャッシュレス化促進策として政府が打ち出している増税分ポイント還
元に注目しています。会社によってはポイントで投資や寄付ができるの
で、その入口になっていくのではないかと期待しています。

ふるさと納税は去年から始めたのですが、地方の子育てや教育を応援し
ています。金銭的なものに限らず、長期的に社会を明るい方向に持って
いくような投資を将来もっと積極的に行いたいです。

生まれてきた命が少しでも多く暑さ寒さやご飯の心配をしなくてもよく
なるようにと、ちょこちょこと保護猫保護犬団体に寄付しています。そ
のほかにも休みの日に保護猫カフェによく行きます。安くはないのです
が活動資金の寄付と割り切っています。

※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

運用部からのメッセージ



「ひふみ投信マザーファンド」で投資している会社をピックアップしてご説明します

日本電産(6594)

10※後述の「当資料のご留意点」を必ずご覧ください

組入銘柄のご紹介

※組入銘柄のご紹介は、個別銘

柄を推奨するものではござい

ません。当レポート発行時点

での組入れをお約束するもの

ではありません。

※株価などのグラフについては

Bloombergよりレオス・キャ

ピタルワークスが作成してい

ます。

※過去の実績は、将来の収益を

お約束するものではありませ

ん。

日本電産株式会社は1973年に創業し、幅広いラインナップがあるモータ事業を中心

に、「回るもの、動くもの」に特化した製品を手掛けています。具体的には、家電

用・ゲーム機用・自動車用ファンや携帯電話振動モータなどの「精密小型モータ」に、

産業用ロボット、カードリーダー、カメラシャッターなど、身の回りのあらゆるとこ

ろに日本電産のモータが使われており、人々の生活や社会に無くてはならない製品と

なっています。

ブラシレスDCモータでは世界トップシェアのメーカーとなっているほか、HDD用

モータは世界シェア80%など、数多くの世界トップシェアの製品を作り出しています。

こうした製品群の原動力となっているのは、研究開発から製造・販売の総合力にあり

ます。素材・部品レベルから熱や振動・音響などあらゆる領域において、それぞれの

分野で豊富な経験を持つプロフェッショナルの存在が、日本電産を支えているのです。

すでに生活に欠かせないモータですが、現在、クルマの電動化やあらゆる場面にお

けるロボット活用の広がり、省エネ家電やドローンの普及が始まっており、こうした

流れに日本電産のモータへの需要は益々拡大していくことが期待されます。日本電産

は将来の電気自動車の需要急増に備えて、中国に駆動用モータの大規模量産工場の建

設を進めるなど、成長分野への先行投資を行なっており、電気自動車時代の本格的な

到来を待ち構えています。



※投資リスク（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。

当資料は、レオス・キャピタルワークスが作成した販売用資料です。投資信託の取得の申込みにあたっては、販売会社から交付される
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、投資判断はお客様ご自身で行なっていただきますようお願いいたしま
す。

投資信託は預金等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。
銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

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。

当資料の情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

③

為 替 変 動
リスクと
カントリー
リスク

外貨建資産を組み入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、 損失が生じることがあります。
また、当該国・地域の政治・経済情勢や株式を 発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映し
て、「ひふみプラス」の基準価額が大きく変動するリスクがあります。

有価証券等の発行者や有価証券の貸付け等における取引先等の経営・財務 状況が悪化した場合またはそれが予想され
る場合もしくはこれらに関する 外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することや その価値
がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が 不履行となることを信用リスクといいます。投資
した企業等にこのような重大な危機が生じた場合には、大きな損失が生じるリスクがあります。

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や 供給がない場合や取引規制等により十分な流
動性のもとでの取引が行なえない、または取引が不可能となる場合が生じることを流動性リスクといいます。 この流
動性リスクの存在により、組入銘柄を期待する価格で売却できない 可能性があり、この場合、不測の損失を被るリス
クがあります。

「ひふみプラス」は、国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく 受けます。
一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の 経済・政治情勢などの影響を受け変動するため、
株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。

信 用
リスク

■ 基準価額の変動要因

受託会社：

「ひふみプラス」はマザーファンドを通じて信託財産の長期的な成長を図るため、次の仕組みで運用します。

■ 基準価額の変動要因となる主なリスク

株 価 変 動
リスク

流 動 性
リスク

● 投資信託は預貯金等とは異なります。

● 「ひふみプラス」は、マザーファンドを通じて株式など値動きのある証券（外国の証券には為替リスクもあります。）に投資
いたしますので、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なく、これを割り込む
ことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様（受益者）に帰属します。

① 国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。

株式の組入比率は変化します。

運用はファミリーファンド方式により、マザーファンドを通じて行ないます。

②

委託会社： レオス・キャピタルワークス株式会社 当ファンドや販売会社についての照会先

当資料の市場見通しやグラフ・数値等は、当資料作成時点での当社の見解や過去の実績であり、将来の株価等の動きやファンドの将来
の運用成果を保証するものではありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。
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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1151号 レオス・キャピタルワークス株式会社
加入協会 一般社団法人投資信託協会

三井住友信託銀行株式会社

販売会社： 後述の「販売会社」でご確認いただけます

電話：03-6266-0129 （受付時間：営業日の9時～17時）一般社団法人日本投資顧問業協会
ホームページ：http://www.rheos.jp/

※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

ひふみプラスの特色

ひふみプラスの投資リスク

当資料のご留意点

ファンドの関係法人



課税関係 

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。配当控除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。
税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。
確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

運用管理費用
（信託報酬）
※上段は年率

下段は税抜年率

信託財産の純資産総額に対して下記に記載の率を乗じて得た額。
信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる費用のことです。
日々計算されて、投資信託の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了のとき「ひふみプラス」の信託財産から支払われます。また、ひふみプラスは、純資産総額が
一定金額に達すると、一定金額を超えた部分に対して信託報酬が逓減される仕組みとなっています。
運用管理費用の配分（上段は年率、下段は税抜年率です。）

監査費用

申込手数料 ：　3.24％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社が定める料率とします。
「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は無手数料です。　

信託財産留保額　：　ありません。
◇ 間接的にご負担いただく費用　：　次のとおりです

その他費用
・手数料

受託会社 合計

500億円まで
0.4914%

（0.45500%）
0.4914%

（0.45500%）
0.0756%

（0.07000%）

0.3834%
（0.35500%）

0.0756%
（0.07000%）

0.8424%
（0.78000%）

純資産総額 委託会社 販売会社

申込締切時間 

追加型投信／内外／株式
2012年5月28日
無期限
毎年9月30日（休業日の場合、翌営業日） 
決算時に収益分配方針に基づいて分配を行ないます。
販売会社が定める単位となります。
 なお、収益分配金の再投資は、１円以上１円単位となります。
ご購入のお申込受付日の翌営業日の基準価額 （１万口当り）
販売会社が定める日までに販売会社にお支払いください。
販売会社が定める単位となります。
解約の請求受付日の翌営業日の基準価額（１万口当り）
請求受付日から起算して5営業日目から販売会社の本・支店等においてお支払いします。
購入・換金ともに、毎営業日の15時までに受け付けたものを当日のお申込みとします。
ただし、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

商品分類 
当初設定日 
信託期間 
決算日
収益の分配 

購入単位 

購入価額 
購入代金 
換金（解約）単位 
換金価額 
換金代金
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組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 （それにかかる消費税）、先物取引・オプション取引等に要
する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替え
た立替金の利息など。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方
法等を具体的に記載することはできません。

信託財産の純資産総額に対して年率0.0054％（税抜年率0.005％）の率を乗じて得た額
（なお、上限を年間86.4万円（税抜年間80万円）とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる
場合があります。）日々計算されて、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。

1.0584%
（0.98000%）

500億円を
超える部分

0.4374%
（0.40500%）

0.4374%
（0.40500%）

0.0756%
（0.07000%）

0.9504%
（0.88000%）

1000億円を
超える部分

0.3834%
（0.35500%）

◇ 直接ご負担いただく費用

※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

お申込メモ

お客様にご負担いただく費用

※「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の

購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその

他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権

等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「NISA部門」では2017、2018、2019年それぞれの3月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価

がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2019年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰しています。定量評価は、「NISA部門」ではシャープ・レシオを採用してい

ます。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50％以上の条件を満たすファンドとしています。「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基

準を満たした国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしています。ひふみプラスは、「NISA部門/国内株式部門」で2017年最優秀ファンド賞、2018年お

よび2019年優秀ファンド賞と3年連続で受賞いたしました。



登録番号
日本証券業

協会

○

○

○

九州財務局長（登金）第6号 ○

近畿財務局長（登金）第10号 ○

関東財務局長（登金）第46号 ○

株式会社百五銀行

株式会社親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第3号 ○

○

○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第48号株式会社北越銀行

株式会社八十二銀行

○

登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第1号 ○

北海道財務局長（登金）第3号 ○

東海財務局長（登金）第5号 ○

登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第57号

登録金融機関

○

○

登録金融機関

※お申込、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。販売会社については、今後変更となる場合があります。

○

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

東北財務局長（登金）第1号 ○株式会社青森銀行

金融商品取引業者名

登録金融機関

株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号

○

○

九州財務局長（登金）第1号

○

○

○

○

○

関東財務局長（登金）第49号 ○ ○

株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第7号 ○

登録金融機関 東海財務局長（登金）第10号 ○ ○

○ ○

ソニー銀行株式会社

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長（登金）第8号 ○

株式会社大分銀行 登録金融機関

株式会社熊本銀行 登録金融機関

株式会社京都銀行

○

近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

東海財務局（登金）第3号 ○

沖縄総合事務局長（登金）第1号
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登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 ○ ○

○

四国財務局長(登金)第2号 ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第40号 ○

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号 ○

（※）つみたてNISA専用の場合、つみたてNISA以外でのひふみプラスのお取り扱いはございません。

株式会社第四銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金） 第47号 ○

東北財務局長（登金）第6号 ○

株式会社千葉興業銀行

株式会社但馬銀行

株式会社東邦銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第7号 ○

株式会社栃木銀行

株式会社南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社北洋銀行

株式会社鳥取銀行

株式会社静岡銀行

株式会社荘内銀行 登録金融機関

登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号

株式会社伊予銀行 登録金融機関

株式会社大垣共立銀行 登録金融機関

株式会社沖縄銀行 登録金融機関

株式会社群馬銀行

株式会社七十七銀行

株式会社佐賀銀行

株式会社四国銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第3号

登録金融機関 東北財務局長（登金）第5号

株式会社ジャパンネット銀行

登録金融機関

登録金融機関

登録金融機関

○

 東北財務局長（登金）第3号 ○

○

株式会社秋田銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第2号

株式会社岩手銀行 登録金融機関

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関

販売会社（銀行）



○

株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第41号 ○

株式会社横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号 ○

○

三菱UFJ信託銀行株式会社
（※）つみたてNISA専用

登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○
株式会社三菱UFJ銀行
（※）つみたてNISA専用

○

株式会社北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号 ○

（※）つみたてNISA専用の場合、つみたてNISA以外でのひふみプラスのお取り扱いはございません。

14

※お申込、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。販売会社については、今後変更となる場合があります。

金融商品取引業者名 登録番号
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

○

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○

販売会社（銀行）



（※1）つみたてNISA専用の場合、つみたてNISA以外でのひふみプラスのお取り扱いはございません。
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（※2）上光証券株式会社は、2019年4月1日付で北洋証券株式会社に商号変更しました。

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165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 ○ ○ ○ ○

○ ○

株式会社ライブスター証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第８号 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

関東財務局長（金商）第21号 ○ ○

○

北洋証券株式会社（※2） 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第１号 ○

ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第24号 ○

フィデリティ証券株式会社

浜銀TT証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○

登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号

南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○

野村證券株式会社
（※1）つみたてNISA専用

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○

長野證券株式会社 金融商品取引業者

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者

広島信用金庫

中国財務局長（金商）第20号 ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1977号 ○

関東財務局長（金商）第125号 ○

八十二証券株式会社 金融商品取引業者

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 ○

tsumiki証券株式会社 金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第3071号 ○

○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○

GMOクリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第77号 ○ ○ ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者

十六ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188号 ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○

東北財務局長（金商）第37号 ○

四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第21号 ○

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

おきぎん証券株式会社 金融商品取引業者

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 ○ ○ ○

沖縄総合事務局長（金商）第1号 ○

おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号 ○

岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○

FFG証券株式会社
(※1)つみたてNISA専用

金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第5号 ○

※お申込、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。販売会社については、今後変更となる場合があります。

金融商品取引業者名 登録番号
日本証券業

協会

エイチ･エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 ○

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

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○

株式会社SBI証券

エース証券株式会社 金融商品取引業者  近畿財務局長（金商）第６号 ○

○ ○

販売会社（証券会社・その他金融機関）販売会社（証券会社・その他金融機関）
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