
※基準価額は信託報酬控除後の値です。

ファンド設定日：2015年12月11日

※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

※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。
※応答日が祝日等の場合には、前営業日からの収益率を記載しています。

※収益分配金は1万口当たりの金額です。

※後掲の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

1,695円90円

2019/7/22 2020/1/22 2020/7/22 2021/1/22 2021/7/26

分配金 70円 60円 70円 35円

第10期 第11期
設定来累計

決算日

ファンド 187.27％ -1.36％ -4.41％ -1.94％

収益分配金（税引前）推移

決算期 第7期 第8期 第9期

139.73％8.62％

期間収益率

１年 ３年 ５年設定来 １カ月 ３カ月 ６カ月

※本ファンドは、中小型成長株・マザーファンド
   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。

84.14％

現金等 23 0.3％

マザーファンド
金額 比率

国内株式 23,675 96.9％

現金等 746 3.1％

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ 2021年12月30日基準
追加型投信／国内／株式

運用実績

基準価額 25,565円 前月末比 ▲352円 8,405百万円純資産総額

マザーファンド

基準価額等の推移 資産構成（単位：百万円）

本ファンド
金額 比率

8,382 99.7％
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※組入比率はいずれもマザーファンドの純資産総額比です。四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。
※本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため、マザーファンドの運用状況を表示しています。

※後掲の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

2.8％

組入銘柄数 54銘柄

10 3697 ＳＨＩＦＴ　　　　　　　　　　　　　　　 東証1部 情報・通信業

2.8％

8 6920 レーザーテック　　　　　　　　　　　　　 東証1部 電気機器 2.8％

9 7821 前田工繊　　　　　　　　　　　　　　　　 東証1部 その他製品

2.8％

6 6088 シグマクシス・ホールディングス　　　　　 東証1部 サービス業 2.8％

7 4369 トリケミカル研究所　　　　　　　　　　　 東証1部 化学

2.9％

4 4971 メック　　　　　　　　　　　　　　　　　 東証1部 化学 3.0％

5 6145 ＮＩＴＴＯＫＵ　　　　　　　　　　　　　 ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) 機械

3.2％

2 3661 エムアップホールディングス　　　　　　　 東証1部 情報・通信業 3.2％

3 6055 ジャパンマテリアル　　　　　　　　　　　 東証1部 サービス業

3.3％

マザーファンドの状況

市場別組入比率 業種別組入比率

組入上位10銘柄

証券コード 銘柄名 市場区分 業種 比率

1 2471 エスプール　　　　　　　　　　　　　　　 東証1部 サービス業

追加型投信／国内／株式

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ 2021年12月30日基準
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※本ファンドのマザーファンドに助言しているエンジェルジャパン・アセットマネジメントからのコメントです。
※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。

※後掲の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ 2021年12月30日基準

　新型コロナウイルス、東京オリンピック・パラリンピック、衆議院選挙、松山英樹選手のマスターズ制覇、藤井聡太四冠誕生、大谷翔平選手
の大活躍など、2021年も話題に事欠かない1年となりました。引き続きコロナ関連が最大の話題ではありましたが、大規模なワクチン接種が
進んだこともあり、昨年に比べると落ち着きを取り戻したように見えます。株式相場も同様で、昨年は大きな下落からの大幅上昇というダイナ
ミックな動きとなりましたが、今年はそれに比べると落ち着いた展開となりました。投資家もじっくりと経済や企業業績の先行きを見極めていたと
いうことでしょう。

　海外でオミクロン株が流行していることから、依然として先行きが見通しにくい状況ではありますが、わが国では明るさを感じる動きも出始めて
います。1つは感染者数が低水準で推移し、経済活動が正常化しつつあることです。10月以降、近場のレジャー施設や商業施設、飲食店
などに賑わいが戻ってきたことは皆様も体感されていると思います。もちろん、オミクロン株の影響を過小評価できませんが、感染が収束した際
に景気が大きく回復することが予感できる動きといえるでしょう。

　もう1つ注目したいのは、新規株式公開（IPO）企業数が増えていることです。12月は例年IPOが多い月ですが、今年の12月は32社と
りました。報道によると単月では1991年11月以来実に30年ぶりの高水準となります。年間でも125社とライブドアショックでIPO社数が急減
した2007年以来14年ぶりに100社を超えることになります。もちろん新規上場企業も玉石混交ですので、数よりも質が重要なのは当然で
すが、若く・成長著しい企業が多いのは間違いないため、活発なIPOは経済活性化に向けた明るい話といえます。

　2021年はのべ1,080社の経営者の方々と個別直接面談を実施しました。2022年も引き続き、積極的な調査活動を通じて革新的な
成長企業を厳選してまいります。

追加型投信／国内／株式

市場動向及び企業動向等

当月の市場動向

企業調査概況

　12月の国内株式市場は、前月末に新型コロナの変異種（オミクロン株）への警戒感で大きく売られていた反動で上昇してスタートしまし
た。その後、オミクロン株が弱毒である可能性や、従来のワクチンが有効である可能性が報じられたことから上昇基調が加速しました。しかし、
政府が金融所得課税の見直しを検討していると報じられたことや、野党から自社株買いの禁止や見直しに関する発言がなされたことが重石
となり、やや売り優勢の展開となりました。そして、注目されたFOMCは投資家の想定内の内容であったものの、その後に英国や欧州、日本の
金融政策決定会合で従来よりもタカ派的な発言等が相次いだことから、株式市場では一時不安定な動きが見られました。もっとも、米国で
ファイザー社やメルク社の新型コロナの飲み薬の緊急使用許可が承認されたこと、年末商戦をはじめとした米個人消費が堅調であると報じら
れたこと等から、月末にかけて日本株は戻りを試す展開となりました。

　業種別では、11月下旬にカナダ・バンクーバー港近郊で起きた水害の影響で大量のコンテナが滞留したことを手掛かりに、コンテナ船運賃が
上昇するとの見方が強まったことから、海運株が大幅上昇となりました。その他、グローバルで中央銀行が政策の正常化に動きを受けて、鉄
鋼や倉庫、鉱業、保険などのバリュー業種が堅調な推移となりました。一方、米国が中国企業への規制を強化したことから、米中対立激化
への懸念が強まり、中国企業に多くのエクスポージャーを持つソフトバンクＧが下落。それを受け、情報通信がワーストパフォーマーとなりました。

　指数の動きは、日経平均株価＋3.5％、TOPIX＋3.3％、日経ジャスダック平均株価▲0.2％、東証マザーズ指数▲7.8％となりまし
た。今月は、多くのIPOを控えた換金売りによる需給の悪化を主因に小型グロース株に強い売り圧力が掛かったことからTOPIXを+0.3％上
回りました。
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※本ファンドのマザーファンドに助言しているエンジェルジャパン・アセットマネジメントからのコメントです。
※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。

※後掲の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

組入銘柄のご紹介

　今月ご紹介する「ジャパンマテリアル」は、半導体・液晶工場等の最先端工場に不可欠なライフラインを支える技術者集団を標榜し、成長
を続けています。一般にライフラインと言えば、日々の生活に欠かせない電気・ガス・水道等のことを指しますが、半導体・液晶の生産工程で
は特殊ガス、超純水、薬品が使われ、設備の動力や製造現場の空調にもきめ細かな運転管理が求められており、これらは工場のライフライ
ンと言えます。
　
　同社が特に強みを持つのが特殊ガスの領域です。半導体・液晶の製造工程ではシラン、三フッ化窒素、アンモニアなどの特殊ガスが使われ
ますが、これらは可燃性、毒性、腐食性といった危険性が高いものが多く、ミスの許されない管理・運用が求められます。同社は自社開発の
特殊ガス供給装置の提供、ガス供給装置から製造装置までをつなぐ配管の設計・施工、特殊ガスの入ったボンベの保守などを一気通貫で
手掛けて、最先端工場の安全な運営を支えています。

　特殊ガスの管理・運用で工場から信頼を勝ち取った同社は、その領域をライフライン全般に広げ、1人の技術者が特殊ガスも超純水も手
掛ける多能工化を促進し、全体の運営コストを下げることに成功しています。さらに半導体製造装置の保守・整備にも事業領域を広げ、半
導体・液晶工場にとって同社は欠かせない存在になっています。半導体・液晶業界は市況の変動によって業績が大きく変動する傾向がありま
すが、同社が手掛ける業務は工場が稼働する限り対価が支払われるため、収益基盤が安定していることも見逃せません。

　昨今は半導体の不足によって自動車の生産が滞るなど、半導体の必要性はますます高まっています。最先端工場のライフラインを支える同
社の存在感は、従来に増して強くなっています。

　今月は医療・介護の領域において、利便性の高いサービスで高成長を続ける「エラン」をご紹介します。同社の主力サービスである『CS（ケ
ア・サポート）セット』は、入院患者・介護施設入所者に対して、衣類やタオル、ティッシュペーパー、歯磨きセットといった日用品を、日額300
～700円の価格で提供するサービスです。衣類やタオルはレンタルになり、治療や食事で汚れて予定外の着替えをする場合でも、追加料金
なしで常に清潔なものを使うことができます。利用者は手ぶらで入院・入所ができ、家族の負担も大幅に軽減されることから、導入施設は全
国1,766施設に広がり、月間利用者数は31万人に及びます（2021年9月末）。

　『CSセット』は利用者やその家族だけではなく、病院・介護施設やリネンサプライ業者（衣類・タオル等のリネン製品を供給する事業者）も
恩恵を享受できるサービスとなっています。『CSセット』を導入することによって、病院・介護施設側は日用品の購入や在庫管理が不要にな
り、職員は看護・介護の本来の業務に専念できるようになります。またリネンサプライ業者は、『CSセット』に含まれる衣類・タオルの供給や洗
濯業務、日用品販売といった新たな収益機会を得ることができます。リネンサプライ業者のなかには、独自に入院セットを提供しているケースも
ありますが、利用者個々人に数千円～数万円の請求をする業務は負担が大きく、『CSセット』に衣類・タオルを供給する方が効率的と判断
するケースも多いようです。

　『CSセット』の付加価値を高めるべく、医療費用保証や、入院中の損害事故に対する補償サービスを付加したプランも提供している他、直
近では看護師、患者のニーズをふんだんにとりいれたオリジナルの患者衣も導入しています。その他、利用者や家族の入退院や入退所に関
連した困りごとに応えるサービスも強化しており、このように領域を拡げながら中長期的な成長を目指しています。

～ジャパンマテリアル（6055）～組入銘柄のご紹介

組入銘柄のご紹介 ～エラン（6099）～

追加型投信／国内／株式

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ 2021年12月30日基準
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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。

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。

・ 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。
・ 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドに
・ おいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。

その他の留意点

リスクの管理体制

信用リスク

※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。

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。

主な変動要因

価格変動リスク

流動性リスク

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下落した場合、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。

本ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。
特に投資する中小型株式等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合がありま
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、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。

本ファンドは、中小型成長株・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、主にわが国の金融商品取引市場に
上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。

追加型投信／国内／株式

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ

投資リスク

基準価額の変動要因

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

ファンドの特色
●マザーファンド受益証券への投資を通じて、現時点では何らかの理由（課題・困難）により割安な株価ではあるものの、将来への成長機会を
　 持つ（＝企業家精神溢れる）、革新的な高成長が期待される企業の株式に厳選投資します。
●本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、マザーファンドを通じて実質的に日本の株式に投資を行います。
●エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用します。
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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。

○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。

本資料のご留意点

信託期間

繰上償還

決算日

収益分配

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。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧
※めします。

年2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。

追加型投信／国内／株式

お申込みメモ

購入価額

購入代金

購入申込受付日の基準価額（ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）

販売会社の定める期日までにお支払いください。

購入単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。（当初元本1口＝1円）
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ

換金単位

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等があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止する
こと、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。

無期限（設定日：2015年12月11日）

受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります。

年2回（原則として1月と7月の各22日。休業日の場合は翌営業日。）

換金価額

換金代金

申込締切時間

換金制限
購入・換金

申込受付の中止
及び取消し

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から信託財産留保額を控除した価額となります。
換金手数料はかかりません。

換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。

原則として、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。

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。

6



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。

お知らせ

本ファンドにつきまして、収益分配金にかかる配当控除の適合条件をより明確化するため、信託約款に所要の変更を行いました。
詳細はホームページ（http://www.sbiam.co.jp/）のお知らせをご参照ください。
（変更適用日：2019年10月23日）

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

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。）

委託会社、その他関係法人

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。）

その他の費用
及び手数料

ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買手数料、信託事務の諸費用、目論見書・有価証券届出書・有価証券報告
書・運用報告書作成などの開示資料の作成、印刷にかかる費用及びこれらに対する税金をファンドより間接的にご負担いた
だきます。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。

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に年1.639％（税抜：年1.49％）を乗じて得た額とします。信託報酬は毎日計上され、毎
計算期末及び信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。

購入時手数料 購入価額に3.3％（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額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。

追加型投信／国内／株式

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ
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※岡三オンライン証券株式会社は合併により、2022年1月1日付で岡三証券株式会社となりました。

■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。

株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長
（登金）第5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 ○

株式会社きらやか銀行 登録金融機関 東北財務局長
（登金）第15号 ○

株式会社山形銀行 登録金融機関 東北財務局長
（登金）第12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 ○ ○ ○

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 ○

○

株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長
（登金）第10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 ○ ○

岡三証券株式会社※ 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第53号 ○ ○ ○ ○

PayPay銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長
（登金）第624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 ○ ○

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 ○ ○ ○

株式会社新生銀行（委託金融商品取
引業者　マネックス証券株式会社） 登録金融機関 関東財務局長

（登金）第10号 ○ ○

○

○

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

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第2251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 ○ ○

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 ○ ○

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 ○ ○ ○ ○

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

販売会社一覧（１／２）

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

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ
追加型投信／国内／株式
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株式会社千葉興業銀行 登録金融機関 関東財務局長
（登金）第40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。

株式会社SBIネオトレード証券 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第8号 ○ ○

株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長
（登金）第3号 ○

株式会社熊本銀行 登録金融機関 九州財務局長
（登金）第6号 ○

住友生命保険相互会社 登録金融機関 近畿財務局長
（登金）第34 号 ○

販売会社一覧（２／２）

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

ＳＢＩ中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年２回決算型） 月次レポート
販売用資料

愛称：jnextⅡ
追加型投信／国内／株式

9


