
マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の１枚目です

作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／国内／株式 新聞掲載略称：技術フォカス #

基準価額および純資産総額 基準価額の推移（円）

前月比 ファンド設定日 

基準価額（円）

純資産総額（百万円）

※基準価額は10000口当たりの金額です。

騰落率（税引前分配金再投資）(％)

基準日 ファンド 参考指数

１ヶ月

３ヶ月

６ヶ月

１年

３年

設定来

※各項目の比率は、注記がある場合を除き全て当ファンドの純資産を100%として計算した値です。各資産にはそれに準ずる投資証券等が含まれることがあります。

資産構成（％） 近の分配実績（税引前）（円） 組入上位１０業種（％）

前月比 期 決算日 分配金

株式

先物等

現金等

合計

組入上位１０銘柄 (組入銘柄数  43) 基準価額の寄与度ランキング（月間）

銘柄名 業種 比率（％）

全組入銘柄の予想PER、PBR（加重平均）

PER（株価収益率） （注1）

PBR（株価純資産倍率） （注2） 2.3
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技術フォーカスオープン（愛称：光る知財）
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※東証３３業種

（注1） ＰＥＲ（株価収益率）＝ 株価÷ 1株当たりの利益(予想)

株価が1株当たり当期純利益(予想)の何倍まで買われているのかを示すものです。

（注2） ＰＢＲ（株価純資産倍率）＝ 株価÷ 1株当たりの株主資本(純資産）

株価が1株当たり純資産の何倍まで買われているのかを示すものです。

※ 上記は代表的な投資判断指標の1つです。組入銘柄の売買・時価等によって数値は変動

します。当ファンドの将来の運用利回りや分配等を示唆・保証するものではありません。

※このレポートの 終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H18.12.15 H20.12.15 H22.12.15 H24.12.15 H26.12.15

基準価額 税引前分配金再投資基準価額 参考指数

■基準価額は、信託報酬控除後です。当ファンドの信託報酬は年率1.523％＋消費税です。
■参考指数については、ファンド設定日前日を10000とした指数を使用しております。
■上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
■ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所が公表する指数であり、その指数に
関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。
また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

※ファンドの騰落率は、支払済み収益分配金（税引前）を再投
資した場合の数値です。上記騰落率は、実際の投資家利回りと
は異なります。
※参考指数はＴＯＰＩＸ（東証株価指数）を指します。

※分配金は10000口当たりの金額です。
※上記は過去の実績であり、将来の分配

をお約束するものではありません。



マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の２枚目です

作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／国内／株式

ファンドマネージャーコメント　※下記は作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

技術フォーカスオープン（愛称：光る知財）

平成28年11月30日

＜市場動向＞

TOPIXの月間騰落率は＋5.49％となりました。

月初は米大統領選への不透明感を受け世界的にリスク・オフ（リスク回避）の流れとなる中、事前予想に反しトラン

プ候補が勝利したことから、株価は急落しました。しかし選挙後は、トランプ次期大統領の財政拡大政策への期待か

ら株価は反発し、米金利の大幅上昇に伴うドル高・円安進行も好感され、大幅上昇に転じました。その後も、堅調な米

景気を背景に 高値を更新した米株市場や1ドル110円台まで進んだ円安などから、外需関連企業を中心に業績の

上振れ期待が高まり、上昇基調が継続しました。業種別では、保険業、銀行業、鉄鋼などが市場をアウトパフォーム

した一方、食料品、医薬品、情報・通信業などが市場をアンダーパフォームしました。

当ファンドが投資対象とする製造業の株価パフォーマンスは、保険業、銀行業、不動産業などの株価パフォーマン

スが市場平均を上回った一方、医薬品、化学、電気機器などの株価パフォーマンスが市場平均を下回ったことから、

当月はTOPIXを下回りました。

＜運用経過＞

運用方針に従い株式組入比率を高位に維持しました。また、11月は新技術・新製品による中長期の業績成長に対

する期待度が高いテクノロジー関連銘柄、及び医療関連銘柄を多めに保有する方針を維持しました。当月末時点の

当ファンドの基準価額は7,446円となり、先月末から3.69％上昇しました。円安ドル高の進行を好感して株価が上昇し

たトヨタ自動車やブリヂストン、ジェイテクトなどへの投資が基準価額にプラス寄与となる一方で、新薬の開発で有害

事象が発生したことが嫌気された中外製薬やアジアでの競争激化懸念から株価が下落したユニ・チャームなどへの

投資が基準価額にマイナス寄与となりました。

当ファンドは2016年12月14日に満期償還を迎えます。今後償還日に向けて組入株式の売却を進めていく予定です。

これまでのご愛顧、誠にありがとうございました。

※このレポートの 終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。



マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の３枚目です

作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／国内／株式

平成28年11月30日

技術フォーカスオープン（愛称：光る知財）

＜ファンドの目的＞
技術フォーカスマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）への投資を通じて、主にわが国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成
長を目指して運用を行います。

＜ファンドの特色＞
ファンドのコンセプト
１ 世界を支える日本の製造技術〜3つの底力に注目します。

①世界をリードする 先端技術
②“ものづくり”を支える加工・組立・計測技術
③高品質の素材とそれを支えるプロセス技術

3つの底力とは
世界をリードする日本の製造業。
その背景には、世界有数の① 先端技術 ②加工・組立・計測技術 ③素材・プロセス技術の3つの底力があります。

２ 「光る知財（知的財産）」企業を発掘します。
明日の世界を支える底力を持った企業を発掘するために、3つの戦略に着目します。
①知的財産戦略

オンリーワンの技術開発とその積極的な活用・保護
②研究開発戦略

戦略的かつ効率的な研究開発投資
③事業展開戦略

事業の選択と集中、再編などにおける適切かつ戦略的な展開

「光る知財」とは・・・
●明日の世界を支える「持続性のある底力」を見極めることが重要。
●“ものづくり”の底力が持続するには、3つの戦略のバランスのとれた融合が不可欠。
●3つの戦略のバランスがとれた「光る知財」企業を発掘するために、企業の特許および技術力の評価に関し、外部調査機関より情報提供を受けます。

ファンドの特徴
（1）製造業を中心に、技術力を生かし持続的な企業価値（株主価値）の向上が期待できる企業の株式に投資します。

▶日本の取引所上場株式を主要投資対象とします。

（2）投資銘柄の決定に際しては、まず、知的財産（特許等）の活用、研究開発投資、事業展開の3つの融合に着目し、投資候補銘柄群を抽出します。
▶これら3つの融合にすぐれており、持続的な企業価値（株主価値）の向上が期待できる企業を抽出します。

（3）投資候補銘柄群の中から、株式市場における流動性、バリュエーション、企業を取り巻く環境変化を考慮して投資候補銘柄を絞り込みます。

（4）絞り込まれた銘柄について、「技術力」、「現場力」を重視したボトムアップアプローチ（会社訪問、工場見学、個別調査等）により、投資銘柄を決定し、
ポートフォリオを構築します。

（5）当ファンドの運用にあたっては、企業の特許および技術力の評価に関し、外部調査機関より情報提供を受けます。

（6）株式の実質組入比率は、通常の状態で高位とします。

☆資金動向、市況動向、残存信託期間および信託財産の規模等によっては、上記の運用ができない場合があります。

【ファンドの目的・特色】

※このレポートの 終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。



マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の４枚目です

作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／国内／株式

平成28年11月30日

技術フォーカスオープン（愛称：光る知財）

＜基準価額の変動要因＞
ファンドは、主にわが国の株式を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。ファンドの基準価額は、組み入れた株
式の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化等の影響により上下します。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。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているもの
ではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。

株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行
企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅
な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。

信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回
収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や
市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価
額が下落する要因となります。

＜その他の留意点＞
〔収益分配金に関する留意事項〕
○分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
○分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、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。
また、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すものではありません。

○投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運
用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

●ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
●ファンドは、特定の業種・テーマに絞った銘柄選定を行いますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。ま

た、市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸情勢が、特定の業種・テーマに対して著しい影響を及ぼすことがあります。当該業種・テーマに属す
る銘柄は、これらの情勢等に対して同様の反応を示すことがあります。

●当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約に
より資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす
ことがあります。

●投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け
付けた換金申込みを取り消すことがあります。

【投資リスク】

※このレポートの 終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。



マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の５枚目です

作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／国内／株式

● お申込みメモ 　　

購入単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の基準価額となります。

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

購入代金 販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

換金単位 販売会社または委託会社にお問い合わせください。

換金価額 換金申込受付日の基準価額となります。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに購入、換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とし

ます。

購入の申込期間 原則としていつでもお申し込みできます。

換金制限 ─

購入・換金申込受付 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込みの受付けを中止

の中止及び取消し させていただく場合、既に受け付けた購入、換金の申込みを取り消させていただく場合があります。

信託期間 2006年12月15日から2016年12月14日まで

繰上償還 委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が

発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。

決算日 毎年12月14日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。）

分配金受取りコース：税金を差し引いた後、決算日から起算して5営業日目までにお支払いいたします。

分配金自動再投資コース：税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

信託金の限度額 5,000億円

公告 日本経済新聞に掲載します。

課税関係 課税上は株式投資信託として取り扱われます。

配当控除の適用が可能です。

平成28年11月30日

技術フォーカスオープン（愛称：光る知財）

※このレポートの 終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
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作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／国内／株式

● 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 購入価額に2.7％（税抜き2.5％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社

にお問い合わせください。

信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 ファンドの純資産総額に年1.64484％（税抜き1.523％）の率を乗じた額が毎日計上され、毎計算期間の 初の6ヵ月終了日と各

（信託報酬） 計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

＜信託報酬の配分（税抜き）＞

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

その他の費用・手数料 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる消費税

等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定

し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

※ ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載する

ことはできません。

● 税金 税金は表に記載の時期に適用されます。

以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

※ 法人の場合は上記とは異なります。

※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めし

ます。

● 委託会社・その他の関係法人

委託会社 ファンドの運用の指図を行います。

三井住友アセットマネジメント株式会社　　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第399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

ホームページ　：　http://www.smam-jp.com

電話番号　：　0120－88－2976　［受付時間］　営業日の午前9時～午後5時

受託会社 ファンドの財産の保管および管理を行います。

三菱UFJ信託銀行株式会社

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います。

換金（解約）時及び償還時 所得税及び地方税 譲渡所得として課税　換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

年0.75％ 年0.75％ 年0.023％

時　　　期 項　　　目 税　　　金

分配時 所得税及び地方税 配当所得として課税　普通分配金に対して20.315％

平成28年11月30日

技術フォーカスオープン（愛称：光る知財）

委託会社 販売会社 受託会社

※このレポートの 終ページにある｢当資料のご利用にあたっての注意事項｣を必ずご覧下さい。
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作成基準日：

【投信協会商品分類】　追加型投信／国内／株式

●販売会社

※1：「ダイレクトコース」でのお取扱いとなります。
※2：新規の募集はお取り扱いしておりません。

豊田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第55号 ○

備考欄について

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 ○ ○ ※2

株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号 ○
株式会社名古屋銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第19号 ○ ※2

株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○ ※2
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 ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

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1977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 ○ ○ ○ ○

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○
西日本シティＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第75号 ○

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 ○
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 ○ ○ ○

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 ○ ○ ○
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 ○ ○

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370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 ○ ○ ○ ○ ※1

平成28年11月30日

技術フォーカスオープン（愛称：光る知財）

販売会社名 登録番号
日本証券
業協会

一般社団法人
第二種金融商
品取引業協会

一般社団法人
日本投資顧問

業協会

一般社団法人
金融先物取引

業協会
備考

当資料のご利用にあたっての注意事項

●当資料は、三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンド以外の特定の投資信託・生命保険・株
式・債券等の売買等を推奨するものではありません。
●当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする 新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上、ご
自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異
なる内容が存在した場合は、 新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。
●投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。し
たがって元本や利回りが保証されているものではありません。
●投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護
基金の支払対象とはなりません。
●当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
●投資信託は、クローズド期間、国内外の休祭日の取扱い等により、換金等ができないことがありますのでご注意ください。
●当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
●当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
●当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用･分配金実績、運用方針等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を
保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあり、将来に関し述べられた運用方針も変更されることがあります。
●当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。


