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■渋澤と伊井の今月の想い

【for goodな会社とは？】

for goodな会社はどのような会社なのか。先日、コモンズ投信の社内ミーティングで問い掛けま

した。

皆が声を揃えて答えたのは、「お客様のために尽くす」会社でした。コモンズらしい答えで、う

れしかったです。

一方、アクティビスト投資家に同じ質問をすれば、よい会社が重視するのは「株主だ！」と主張

するでしょう。コモンズ投信のお客様はファンド受益者、つまり、投資先企業の間接的な株主な

ので、このfor goodな会社の定義に賛同する声は多いでしょう。

ただ株主資本主義は万能ではなく、貧富の格差の拡大につながるなど様々な社会的課題の原因に

もなり、最近では「ステークホルダー資本主義」を重視すべきという声が世界の経営者から上が

り始めています。ステークホルダーとは、会社の価値創造に重要な役割を果たしている当事者で

す。当然、株主も含みます。

ただ株主だけでは企業の価値創造は不可能で、経営者に企業の運営を託しています。そして経営

者だけでも企業の価値を創ることはできず、社員、仕入れ先などの取引先、顧客、社会というス

テークホルダーが必要です。

近年の日本では、「働き方改革」などで「社員」というステークホルダーが脚光を浴び、どの会

社も「人材は我が社の最大な財産」と胸を張ります。でも、企業のB/S(貸借対照表）の資産側に

「人」の面影は全くありません。一方、P/L（損益報告書）では人件費として現れます。

企業の「最大な財産」が「費用」としか表現できない財務諸表を用いる企業価値の判断に限界が

あると言わざるを得ません。社員とは、企業最大の、非財務的な「見えない価値」です。

for goodな会社は、「見えない価値」である社員のウェルビーングに意識を配り、様々な取り組

みを実施している会社でありましょう。

経済産業省の「健康経営銘柄2020」に選定された40社の内、ディスコ、味の素、リンナイ、堀場

製作所、デンソーの5社がコモンズ30ファンドの投資先でした。

コモンズがfor goodな会社に投資することは当然だと思います。

for goodとは、「よいことをしている」という意味だけではなく、「永続する」という意味でも

英語では使われます－ this arrangement is for good －のように。

つまり、for goodな会社は持続的な価値創造が期待できる、長期投資に適した会社なのです。

コモンズ投信取締役会長兼ESG最高責任者
渋澤 健



■こどもトラスト
5月、6月と、こどもトラストセミナーおかねの教室を実施しました。おかねとの本格的な付き合
いが始まる小学４～６年生に向けた新シリーズです。
1日目のテーマは『金は天下の回りもの』。
おかねを必要以上に抱え込まずにみんなでかっこよく使うことで、お金は世の中をぐるぐる回り、
みんなの力でゆたかな未来をつくることができる、というのがメインメッセージです。
2日目のテーマは『値段と価値』。
値段はみんなで決めるもの、価値は一人ひとりの中にあるもの。そこから「私たちみんなにとっ
て価値のあることとは？」という問いを深め、SDGsについても触れました。
少し難しい言葉もあったと思いますが、話を聞いている時の表情、発言、終わったあとの感想を
みると、それなりに理解してくれたと感じました。

●SDGｓはみんなで協力すれば実現できるという言葉が印象に残った。価値は一人一人の中にあ
ることがわかった。（４年生）
●現在の私たちが投資しなければ、未来の世の中が生きていけない。という言葉が印象に残った。
SDGsの活動にも、自分にできることがあることを改めて知ったし、世の中は、私たちの力で生
きていけることが分かった。（６年生）
●お金を使わないと経済が発展しないことがわかった。（４年生）

より複雑性を増すこれからの社会では、自分の頭で考えて価値観に沿って選択できることが人生
を切り拓く力になります。
こどもたちは、はじめての内容、しかも慣れないZOOMでの授業、さらにはじめて出会う人たち
の中で、しっかり取り組んでくれました。
問いかけを通じて価値観を育む「こどもトラストセミナーおかねの教室」を今後も定期的に開催
する予定ですので対象の年齢のお子さんは是非ご参加ください！

■小学校高学年向けにZOOMを使っておかねの教室を開催します！
好評だった前シリーズに続き、今回のテーマは「投資を探求せよ」です。
**************************************************
【ZOOMセミナー】３時間目
こどもトラストセミナーおかねの教室（小４～６対象）
「投資を探求せよ」
7月19日(日)
★A回 09:30～10:30 （受付開始 09:25）
https://www.commons30.jp/seminars/detail/1046
★B回11:00～12:00 （受付開始 10:55）
https://www.commons30.jp/seminars/detail/1047
※A回/B回の内容は同じです。
**************************************************

マーケティング部 横山 玲子

https://www.commons30.jp/seminars/detail/1046
https://www.commons30.jp/seminars/detail/1047


第11回コモンズSEEDCap応援先決定のお知らせ

この度は、コモンズSEEDCap第11回応援先選定にご協力いただき、誠にありがとうございまし

た。

頂戴した各候補者への推薦の件数は接戦で差がほとんどない状態でしたが、外部審査員をお迎え

しての最終選考委員会においても、様々な側面から色々な意見が出ました。その結果、親子の未

来を支える会の林伸彦さんを第11回コモンズSEEDCapの応援先に決定させていただきました。

林さんの「命」にフォーカスした活動の決意と姿勢に、多くの人々が心動かされました。すべて

の人が出会う「命」、その「命」と向き合う姿勢を私たちに示唆してくれるその活動に、そして、

「命」と向き合うことを決して一人ではさせないとするその活動に、わたしたちは「未来を信じ

る力」を感じることができました。ぜひこちらのブログをご覧ください！

https://park.commons30.jp/2020/06/11seedcap_12.html?m=1

また受賞記念オンラインイベントを開催します。お仲間のみなさまのご参加お待ちしております。

#forgoodお金の未来を考えるwith親子の未来を支える会林さん

～ー（マイナス）１歳のいのちと向き合う～

7月15日(水) 19:00～20:00 （受付開始時間 18:50）

https://www.commons30.jp/seminars/detail/1045

SEEDCap担当 馬越 裕子

■コモンズSEEDCapからのお知らせ

（最終選考委員会 審査員メンバー） （林さん、同会メンバーの水戸川さん、SEEDCap担当馬越）

https://park.commons30.jp/2020/06/11seedcap_12.html?m=1
https://www.commons30.jp/seminars/detail/1045


■お客さまの声
お客さまからいただいたお声をご紹介します。

｢SDGs投資」～21世紀のサスティナブルな投資とは～ゲスト：藤沢久美さん

世界や、日本政府の実際を聞けたこと、SDGsやインパクト投
資についてより理解を深められました。

30代・男性

お客さま

社会の第一線で活躍されている方のセミナーに参加し、距離感が
近くに感じましたし、上から目線ではないことも好印象でした。

60代・女性

60代・女性

お客さま

お客さま

最近の株価の上昇の要因がよく整理されていた。コロナ後の世
の中がどう変わっていくのかが納得のいく形でイメージできた。

まったく企業のことが分かっておらず、それぞれの企業につ
いてのお話がとてもよくわかりました。今頃から資産形成か
と思っておりましたが、企業の理念等知り、資産形成という
より企業を応援したい気持ちが芽生え、コモンズ投信をして
みようかと思いました。

60代以下・男性

お客さま

#forgoodお金の未来を考える~マーケット、どう見る？~

■お知らせ

Pick up！セミナー
最新のセミナー情報はコモンズ投信ウェブサイトの「セミナー情報」をご覧下さい。
http://www.commons30.jp/seminar/

7月14日（火）15:00～16:00
#forgood「お金の未来を考える」～積立投資とコモンズのファンド～
7月22日（水）14:00～15:00
いくらかかる？！「教育費」と資産作り

弊社会長渋澤健の新著「SDGｓ投資」の発売を記念したイベント開催！

❏「SDGs投資」21世紀のサスティナブルな投資とは？
7月 12 日 (日）13:00～15:00
テラ・ルネッサンス鬼丸さん&RICCI EVERYDAY仲本さんと考える
「SDGs投資」～21世紀のサスティナブルな投資とは？！～
https://www.commons30.jp/seminars/detail/1041

☆YouTubeで「COMMONSTV」を検索し、チャンネル登録をお願いいたします！☆

http://www.commons30.jp/seminar/
http://www.commons30.jp/seminar/
https://www.commons30.jp/seminars/detail/1041
https://www.youtube.com/channel/UCALB6K9XIN7Rj51AzRZ1kCA
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※「分配金込基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、運用管理
費用（信託報酬）は控除しています。※当ファンドの信託報酬率は、ファンドの純資産総額の一定の増加により逓減する仕組みとなっており、当レポー
ト作成基準日現在、年率1.078%（消費税込）です。

※「基準価額」およびその「前月末比」は分配落後です。※「騰落率」は、基準日から過去に遡った期間です。税引前分配金を分配時にファンドへ再投
資したものとみなして計算しています。※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。※収益分配金は委託会社が
決定します。分配を行わない場合もあります。

作成基準日 2020年6月30日

コモンズ３０ファンド
追加型投信 / 内外 / 株式

基準価額の推移
2009年1月19日 ～ 2020年6月30日

(億円 )(円 )

純資産総額 (右軸 )

分配⾦込基準価額 (左軸 )

基準価額 (左軸 )
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運用実績
2020年6月30日時点

基準価額

28,237 円

(前月末比)

+530 円（1.91%）

純資産総額

192.7億円

(前月末比)

+3.9億円（2.08%）

騰落率(分配金込)

期間 騰落率

1ヵ月 1.91%

3ヵ月 13.84%

6ヵ月 △3.81%

1年 7.98%

3年 9.42%

5年 20.03%

10年 148.78%

設定来 205.60%

分配金（1万口当たり、税引前）

決算期 分配金

2016年1月 0円

2017年1月 240円

2018年1月 250円

2019年1月 0円

2020年1月 250円

設定来合計 1,610円



○当資料は⾦融商品取引法に基づく開⽰資料ではありません。 ○投資信託は設定‧運⽤を投資信託会社が⾏う商品です。

2 / 8

※2020年6月30日時点
※「ポートフォリオ別構成比」「未来コンセプト別比率」「組入上位10銘柄」に関しては、マザーファンドについての記載になります。
※各比率はマザーファンドの純資産総額を100％として計算しております。四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※その他とは現金等を指します。
◎「未来コンセプト」とは、当ファンドが行っている業種分類です。以下のように10種類に分類を行っております。
「資源・エネルギー」「新素材」「精密テクノロジー」「ウェルネス」「生活ソリューション」「社会インフラ」「未来移動体」「快適空間」「地球開
発」「ライフサイクル」

ポートフォリオの状況

組入上位10銘柄

 銘柄 未来コンセプト 銘柄概要 組入比率

ポートフォリオの構成別比率

株式 95.7%

その他 4.3%

未来コンセプト別比率

精密テクノロジー 14.7%

新素材 14.1%

ウェルネス 13.9%

生活ソリューション 12.9%

快適空間 10.1%

資源・エネルギー 8.1%

ライフサイクル 6.9%

未来移動体 6.2%

地球開発 6.0%

社会インフラ 2.9%

その他 4.3%

1 東京エレクトロン 精密テクノロジー 創業時のエネルギーが、脈々と続く「革新」を続ける会社 3.9%

2 ディスコ 精密テクノロジー kiru、kezuru、migaku、世界を代表する精密加工装置メーカー 3.8%

3 ＳＭＣ 精密テクノロジー 工場の自動化に不可欠な空気圧機器で世界シェアトップ 3.7%

4 シスメックス ウェルネス
起源は音響機器、今は血球計数分野で世界Ｎｏ.1、成長するグロ

ーバルニッチのリーダー
3.7%

5 ヤマトHD 生活ソリューション 「クロネコヤマトの宅急便」で親しまれる宅配便業界のトップ 3.6%

6 リンナイ 快適空間 「熱」を通じて「快適な暮らし」を提供 3.6%

7 ユニ・チャーム ライフサイクル 世界企業と切磋琢磨し、空白地帯で成長 3.6%

8 信越化学工業 新素材 戦略的なポジショニングに優れ、素材メーカー随一の収益性 3.6%

9 カカクコム 生活ソリューション インターネットユーザーに「便利」を届け続ける 3.5%

10 味の素 ウェルネス
「食・健康・いのち」の“ＵＭＡＭＩ”で世界の食品トップ10を狙

う
3.5%
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※組入比率と組入銘柄に関しては、マザーファンドについての記載となります。

運用状況

◎運用レビュー

6月のファンドの月間リターンは+1.91％の上昇となりました。

◎運用責任者メッセージ

6月の内外株式市場は、世界的な経済再開期待や米国雇用統計の急速な改善などから戻りを試す展開となりま
した。米国ナスダック指数は、テスラやGAFA（グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル）などが
けん引し、初の10,000ポイントを突破、日経平均株価も2月以来の23,000円台を回復しました。その後
は、戻り相場のピッチが速かったことに加え、米国はじめ感染第二波が懸念される状況となり、相場の上値
が重たくなりました。国内株式市場は引き続き、東証マザーズなどの成長株が物色される展開が続きまし
た。当ファンドは月間で+1.91％の上昇、投資先30銘柄中15銘柄が値上がりとなりました。同期間のTOPI
X（東証株価指数；配当込）は-0.19％、日経平均株価は+1.88％の上昇でした。

当ファンドは慎重な運用スタンスながらも下落局面で丁寧に買い増しを続けたことで、株式の組入れ比率は9
5.7％まで上昇しています。個別銘柄では東京エレクトロン+22.98％、クボタ+10.93％、ユニ・チャーム
+10.22％の3銘柄が10％を超える上昇となりパフォーマンスに貢献しました。また、当月はSMC、ダイキ
ン工業、東京エレクトロン、ユニ・チャームの4銘柄（銘柄コード順）が上場来高値を更新しました。コロナ
禍でも上場来高値を更新する銘柄は、この局面を経てシェアの拡大などが望める強い企業群です。

まさに、当ファンドの真価が発揮出来る環境です。引き続き、当ファンドにご期待ください。

最高運用責任者  伊井  哲朗

投資委員会メンバー

〇伊井哲朗、渋澤健、上野武昭、末山仁、原嶋亮介/〇は最高運用責任者

新規組入投資先

 

なし
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今月のピック！

◎（8035）東京エレクトロン

6月は東京エレクトロンの株価が22.98％上昇しました。

6月18日、これまで未定としていた2021年3月期の連結業績予想を発表し、2ケタの営業増益見通しとなる
ことが好感されたことや、米国株市場で半導体関連銘柄が堅調に推移したことなどが株価上昇要因になりま
した。26日には4ヶ月半ぶりに上場来高値を更新し、その後も堅調に推移しました。

上述の業績説明会は東京エレクトロン主催でWEB形式にて行われました。河合社長は、2020年の半導体前
工程製造装置市場の成長は前年比10％増と過去最高の市場規模になると予想しました。新型コロナウィルス
感染拡大の状況は引き続き注視するものの、IoT、AI、5Gに加えて新型コロナウィルスによるニューノーマ
ルによりデータトラフィック（通信回線上で一定時間内に転送されるデータ量）は更に上昇し、IoTの実装が
加速するなど半導体の重要性はますます高まっているとの見方を示しました。顧客からの引き合いは堅調
で、今期の売上高は過去最高を更新する予想です。将来の成長ポテンシャルを最大限取り込むべく、研究開
発費は過去最高を計画していることなどからも、今後の更なる成長が期待されます。

シニア･アナリスト  末山  仁

 

◎（6326）クボタ

6月はクボタの株価が10.93％上昇しました。

主力の米国での事業が堅調に推移していることが好感されたようです。同社が主力とする住宅まわりの軽作
業で使われる、小型トラクターの小売販売は、4月に前年同期水準まで戻り、その後、前年同期比プラスにな
ってきています。3月が低調だった反動もありますが、同社の顧客層である富裕層が相対的に新型コロナウイ
ルスの影響が少なかった影響もあると見られます。米国では、大都市部では新型コロナウイルスの感染が激
しいエリアが出ていますが、同社のビジネスエリアとする郊外あるいは田舎のほうでは、感染の広がりが比
較的緩やかに推移しているようです。また、米国の株式市場が回復に向かっていることも、同社ユーザーの
購買行動にプラスとなっているようです。

一方、スマート農業の研究や走行の自動化などに力を入れています。稲作農機の分野では先行しており、例
えば、コンバインにセンサーをつけて、水分量やたんぱく質の量を調べ、おいしいコメづくりにつなげてい
ます。

シニア・アナリスト  上野  武昭

 

◎（9064）ヤマトHD

ヤマト運輸が毎月発表している小口貨物取扱実績によると、5月の宅急便の取扱個数は前年同月比で19.5%
増と大きく増加しました。この数字には地域差がかなりあるため、人口の多い都市部に限るとこれ以上の伸
び率だったものと推察されます。外出自粛が要請される中、インターネット通販や個人間の利用が盛んとな
り、まさにライフラインを支える存在となりました。また、ヤマトHDとして、新型コロナウイルス感染症へ
の感染リスクもある中でも業務を継続した従業員の肉体的、精神的な負担に報いるためとして、パート従業
員も含むグループの従業員約22万人に対して、1人当たり最大5万円の「見舞金」を支給しています。従業員
の方々の頑張りにしっかりと報いる企業姿勢は中長期的には大きなプラスになるだろうと考えています。

アナリスト  原嶋  亮介
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※1 つみたてNISA取扱 ※2 つみたてNISAのみ取扱

販売会社一覧

販売会社名称 登録番号等

 

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

 ソニー銀行株式会社  登録金融機関
関東財務局長  

（登金）第578号
○ ○  ○

 PWM日本証券株式会社  金融商品取引業者
関東財務局長  

（金商）第50号
○   ○

 楽天証券株式会社※1  金融商品取引業者
関東財務局長  

（金商）第195号
○ ○ ○ ○

 マネックス証券株式会社※1  金融商品取引業者
関東財務局長  

（金商）第165号
○ ○ ○  

 株式会社SBI証券※1  金融商品取引業者
関東財務局長  

（金商）第44号
○ ○  ○

 株式会社秋田銀行※1  登録金融機関
東北財務局長  

（登金）第2号
○    

 株式会社足利銀行  登録金融機関
関東財務局長  

（登金）第43号
○ ○   

 株式会社栃木銀行※1  登録金融機関
関東財務局長  

（登金）第57号
○    

 株式会社横浜銀行※1  登録金融機関
関東財務局長  

（登金）第36号
○ ○   

 株式会社イオン銀行※1  登録金融機関
関東財務局長  

（登金）第633号
○    

 株式会社北海道銀行※1  登録金融機関
北海道財務局長  
（登金）第1号

○ ○   

 エース証券株式会社※1  金融商品取引業者
近畿財務局長  

（金商）第6号
○    

 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
○ ○ ○  

 株式会社静岡銀行※1  登録金融機関
東海財務局長  

（登金）第5号
○ ○   

 静銀ﾃｨｰｴﾑ証券株式会社※2  金融商品取引業者
東海財務局長  

（金商）第10号
○    

 株式会社福岡銀行※2  登録金融機関
福岡財務支局長  
（登金）第7号

○ ○   

 株式会社熊本銀行※2  登録金融機関
九州財務支局長  
（登金）第6号

○    

 株式会社親和銀行※2  登録金融機関
福岡財務支局長  
（登金）第3号

○    

 株式会社百五銀行  登録金融機関
東海財務支局長  
（登金）第10号

○ ○   
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※1 つみたてNISA取扱 ※2 つみたてNISAのみ取扱

販売会社一覧

販売会社名称 登録番号等

 

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

 松井証券株式会社※１ 金融商品取引業者
関東財務局長  

(金商)第164号
○ ○    

 野村證券株式会社※2 金融商品取引業者
関東財務局長  

（金商）第142号
○ ○ ○ ○

 浜銀TT証券株式会社※2 金融商品取引業者
関東財務局長  

（金商）第1977号
○    

 FFG証券株式会社※2 金融商品取引業者
福岡財務支局長  
（金商）第5号

○    

 株式会社京葉銀行※2 登録金融機関
関東財務局長  

（登金）第56号
○    

 株式会社十六銀行 登録金融機関
東海財務局長  

（登金）第7号
○ ○   

 株式会社鳥取銀行 登録金融機関
中国財務局長  

（登金）第3号
○    

 t sumiki証券株式会社※1 金融商品取引業者
関東財務局長  

（金商）第3071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
○    

 auカブコム証券株式会社※1  金融商品取引業者
関東財務局長  

（金商）第61号
○ ○   

 株式会社ジャパンネット銀行※1  登録金融機関
関東財務局長  

（登金）第624号
○ ○   

 株式会社西日本シティ銀行  登録金融機関
福岡財務支局長  
（登金）第6号

○ ○   

 株式会社七十七銀行※2  登録金融機関
東北財務局長  

（登金）第5号
○ ○   

 株式会社伊予銀行※2  登録金融機関
四国財務局長  

（登金）第2号 ○ ○   

 四国アライアンス証券株式会社※2
 金融商品取引業者

四国財務局長  
（金商）第21号 ○    

 株式会社十八銀行※2  登録金融機関
福岡財務支局長  
（登金）第2号

○    

 京都信用金庫  登録金融機関
近畿財務支局長  
（登金）第52号

○    

 株式会社佐賀銀行  登録金融機関
福岡財務支局長  

(登金)第1号
○ ○   

 LINE証券株式会社  金融商品取引業者 
関東財務局長  

（金商）第3144号
○    

 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
○    

 ＳＭＢＣ日興証券株式会社※1 金融商品取引業者
関東財務局長 

（金商）第2251号
○ ○ ○ ○
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基準価額の変動要因

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資するため、その基準価額は変動します。したがって、お客さま（受益
者）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。委託会社の運用により生じるこうした基準価額の変動による損益は、すべてお客さま（受益者）に帰属します。な
お、投資信託は預貯金と異なります。 

お客さま（受益者）には、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえ、ご投資の判断をしていただくよう、よろ
しくお願い申し上げます。 

なお、下記のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。

基準価額の変動要因となる主なリスク

株価変動リスク 当ファンドは実質的に国内外の株式を組入れるため、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し
ます。株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割込むことがあります。

流動性リスク 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下での取引が行えない、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あるいは
取得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。

為替変動およびカントリーリスク 外貨建資産を組入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失を生ずることがありま
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、当ファンドの基準価額が大きく変動するリスクがあります。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 （コモンズ投信の場合）ありません。

（委託会社の指定した販売会社の場合）販売会社が、別途定める購入申込手数料
を申し受ける場合があります。なお、販売会社における購入申込手数料率は3.3％
（消費税込）が上限となっております。

換金手数料 ありません。

運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年税込1.078％（税抜0.98 ％）を上限とした率を乗じて
得た額とします。 信託報酬は、純資産総額の一定の増加により逓減する仕組みに
なっています。

信託財産留保額 ありません。

その他の費用・手数料 当ファンドに組み入れる有価証券等を売買する際の売買委託手数料およびこれに
かかる消費税等相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。また、目論
見書・運用報告書等作成費用、監査費用、信託事務に要する諸費用等として、純
資産総額に対して年0.11％(消費税込)を上限として投資信託財産より控除されま
す。上記の手数料(費用)等の合計額については、運用状況、保有機関等に応じて
異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

コモンズ30ファンドのリスクについて

その他の留意点

収益分配金は、預貯金の利息とは異なります。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。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。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産額の減少、基準価額の下落要因に
なります。

コモンズ30ファンドの費用について
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その他 商品分類 追加型投信/内外/株式

信託設定日 2009年1月19日

信託期間 無期限（ただし、ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には
信託期間の途中で信託を終了させることがあります）

分配方針等 毎決算時に、委託会社が基準価額水準、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がありま
す。当ファンドは分配金再投資専用です。 よって、分配金は税金が差
引かれた後、自動的に再投資されます。なお、収益の分配に充てなかっ
た利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

購入単位 販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問合せください。

購入価額 購入申込日の翌営業日の基準価額

換金単位 販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問合せください。

換金価額 換金申込日の翌営業日の基準価額

申込締切時間 購入・換金ともに原則毎営業日の午後3時までです。 午後3時を過ぎて
のお申込みは、翌営業日のお申込みとして取扱います。

換金代金の支
払い開始日

換金申込日から起算して5営業日

委託会社 コモンズ投信株式会社 
〒102-0093　東京都千代田区平河町2-4-5平河町Kビル5階

・金融商品取引業者 
・関東財務局長（金商）第2061号 
・加入協会 一般社団法人投資信託協会 

お問い合わせ先 
■コールセンター（受付時間／平日 午前９時～午後５時） 
03-3221-8730 
■ウェブサイト 
https://www.commons30.jp/
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お申込みメモ

ご注意事項

◆本資料は、コモンズ投信が投資家の皆さまに情報提供を行なう目的で作成したものです。

◆このレポートは、信頼性が高いと判断された情報等に基づいて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。記載された意見・見通し等は作成日時点のものであり、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。

◆投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申し込みくだ
さい。

関係法人


