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月次報告書  作成基準日 2021年1月29日

コモンズ３０ファンド　コモンズレター
追加型投信 / 内外 / 株式

渋澤と伊井の想い

【ファンドの決算を迎えて】 

皆さん、こんにちは

1月、おかげを持ちまして、「コモンズ30ファンド」の第12期の決算を迎えることが出来ました。改めて役
職員一同、心から感謝申し上げます。

この一年は、世界を新型コロナウイルスが襲い、経済も私たちの生活もこれまでに経験したことのない厳し
いものでした。 
2021年を迎えた今も、その状況に大きな変化はありませんが、昨年末から世界で始まった新型コロナウイル
スのワクチン投与は、パンデミック収束への期待をもたらしています。

こうした状況下、当ファンドの運用につきましても難しい局面が続きましたが、株式市場が3月を底値に上昇
に転じたこともあり、年間では+15.54％の上昇となりました。 
市場全体を表すTOPIX（東証株価指数）配当込指数の上昇率7.39％を大きく上回ることができ、分配金も3
00円出させていただきました。

さて、大きく上昇した株式市場、日経平均株価は30年ぶりの高値を更新しました。 
しかし、30年前の東証の上場企業数は1,752社、それが昨年末には3,796社となっていますので株式市場の
顔触れは、実は大きく変わっています。 
30年前は、ソフトバンクグループ、ファーストリテイリング（ユニクロ）、リクルートHD、エムスリーも上
場していませんでしたが、今や時価総額でも上位20社に入っています。これからの30年も、きっと新しい時
代をけん引する素晴らしい企業が沢山でてくることでしょう。

また、30年前と今の個人投資家にも変化が見られます。世代がかわりコツコツと長期的な資産形成に取り組
む若年層も増えてきました。 
世代が変われば投資に対する価値観も違うはずです。東日本大震災やコロナ禍を子供のころから経験した世
代は、ESGネイティブだと感じています。つまり「価格」は戻っても、企業も投資家も大きく変わっている
ので、同じ道に戻ったわけではありません。

2021年は夜明け前の一番くらいところからのスタートかもしれませんが、きっと新しい景色が待っていると
思います。当社は資産運用を通じて、そんな新しい景色を次世代の子供たちがワクワクする景色にしていけ
ればと思っています。

引き続き、皆さまの長期的な資産形成のお役にたてるように時代の変化をも乗り越える企業への投資を丹念
に続けてまいります。 
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

 

コモンズ投信代表取締役社長兼最高運用責任者  伊井  哲朗
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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。

基準価額の推移
2009年1月19日 〜 2021年1月29日

(億円)(円)

純資産総額(右軸)

分配金込基準価額(左軸)
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運用実績
2021年1月29日時点

基準価額

34,006 円

(前月末比)

+91 円（0.27%）

純資産総額

238.3億円

(前月末比)

+2.3億円（0.98%）

騰落率(分配金込)

期間 騰落率

1ヵ月 1.14%

3ヵ月 15.40%

6ヵ月 24.72%

1年 18.71%

3年 14.10%

5年 62.18%

10年 177.87%

設定来 271.22%

分配金（1万口当たり、税引前）

決算期 分配金

2017年1月 240円

2018年1月 250円

2019年1月 0円

2020年1月 250円

2021年1月 300円

設定来合計 1,910円
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※2021年1月29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 95.5%

その他 4.5%

未来コンセプト別比率

生活ソリューション 16.0%

ウェルネス 14.5%

精密テクノロジー 14.1%

新素材 10.8%

快適空間 10.3%

資源・エネルギー 7.4%

未来移動体 6.8%

地球開発 6.6%

ライフサイクル 5.8%

社会インフラ 3.1%

その他 4.5%

1 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 4.1%

2 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 3.8%

3 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 3.7%

4 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%

5 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 3.7%

6 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 3.7%

7 クボタ 地球開発 日本で培った競争力で、アジアの食糧問題に寄与 3.6%

8 ホンダ 未来移動体 夢と技術で、難局をチャンスに変える 3.6%

9 KADOKAWA 生活ソリューション IP創出力とIT技術力に支えられ、変化を恐れず挑戦し続ける 3.5%

10 リンナイ 快適空間 「熱」を通じて「快適な暮らし」を提供 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  

1月のファンドの月間リターンは+ 1.14％の上昇となりました。 
 

◎運用責任者メッセージ

1月の内外株式市場は、米国の上院選挙を経て追加経済対策への期待が高まりましたが、長期金利の上昇や米
国での投機的な個人投資家の動きなどが懸念され一進一退の展開となりました。国内株式市場も、年初の米
国株高を受けて日経平均株価は30年ぶりとなる28,000円台を回復しました。

当ファンドも先月に続き運用開始以来の最高値を更新し、月間で+1.14％の上昇、投資先31銘柄中19銘柄
が値上がり、12銘柄が値下がりとなりました。同期間のTOPIX（東証株価指数；配当込）は+0.23％、日経
平均株価は+0.80％の上昇でした。なお、当月は第12期の決算月でもあり、300円の分配金を出しました。

当ファンドの株式の組入比率は、95.5％と月末の株式市場の急落局面などで丁寧な買い増しを継続しました
が前月比では▲1.8％の低下となっています。個別銘柄の月間騰落率では日揮HDが20％を超える上昇、堀場
製作所、東レ、旭化成（上昇率順）が10％を超える上昇となりました。上場来高値を更新した銘柄もエムス
リー、シスメックス、SMC、ディスコなど（新高値更新日順）７銘柄となりました。

10－12月期の決算発表も始まっていますが、業績上方修正も目立つようになってきました。厳しい局面を乗
り超えてきた企業は、より一層、筋肉質な強い企業に変貌しています。

2021年もどうぞ、引き続きご期待ください。

最高運用責任者 伊井 哲朗

◆2021年1月次運用報告動画もぜひご覧ください！ 
https://youtu.be/iWpo_2H-BjQ 

コモンズ30ファンド2021年1月次運用報告

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

https://youtu.be/iWpo_2H-BjQ
https://youtu.be/iWpo_2H-BjQ
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今月のピック！

◎（3382）セブン＆アイ・ホールディングス

セブン＆アイ・ホールディングスは2021年2月期第3四半期累計（3-11月）決算を発表、通期の営業利益を
前回の3400億円から今回3450億円（前期比19％減）に上方修正しました。 
営業利益を四半期ベースでみていくと、第1四半期の714億円（前年同期比21％減）をボトムに、第2四半期
1083億円、第3四半期1059億円と底打ち傾向にありました。第4四半期（12-2月）は、感染拡大の影響も
ありますが、海外コンビニやスーパーストアなどで改装費など前向きな費用を増加させるため、594億円と
再び悪化する計画です。 
決算説明会では、今年4月に発表となる中期経営計画の考え方が紹介されました。 
財務の基本方針では、財務の健全性を確保しつつ、資本コストを上回るリターンを拡大するとともに、 キャ
ッシュフローの創出力を高めていくというものです。 
 
成長が期待される海外コンビニ事業の戦略や主力の国内コンビニ事業が力強さを取り戻せるのかを含めて注
目されます。

シニア・アナリスト  上野  武昭

◎（6501）日立製作所

1月は日立製作所の株価が5.93％上昇しました。 
多くの電気機器メーカーの株価上昇の流れに乗ったほか、北米のIT分野でM&Aに乗り出す方針との報道など
が好感されました。 
1月18日に、日立製作所傘下の、旧日立オートモーティブ、ホンダ系部品3社（ケーヒン、日信工業、ショー
ワ）が2021年1月1日に統合して設立した日立Astemo（AdvancedSustainableTechnologiesforMobi
li ty）社が事業戦略説明会を開催しました。 
新会社の株主構成は日立製作所が66.6%、ホンダが33.4%です。連結従業員数は約9万人、生産は世界で14
1拠点です。 
中長期の目標として、2025年度の売上高を約2兆円（2021年度約1.6兆円見込み）、2025年度までに600
億円の統合のシナジーを創出、2030年までに生産ラインのカーボンニュートラル化、などが示されました。 
今後の重点施策として、事業ポートフォリオの強化（xEV、ADAS、先進シャーシ分野強化の一方でICE（内
燃機関、エンジン）事業は選択と集中）、コスト削減、工場運営・拠点の最適化、デジタル化やソフトウェ
ア技術力強化、などが示されました。

日立製作所では、グループ全体の事業ポートフォリオの選択と集中を進めていて、今回の日立Astemo社の
設立はその一環と位置付けられます。 
100年に一度と言われている自動車業界の大変革期に、日立Astemo社が存在感を示していくことが出来る
かどうか注目していきます。

シニア･アナリスト  末山  仁

◎（9064）ヤマトホールディングス

ヤマトホールディングスが発表した2021年3月期第3四半期決算は、4〜12月の累計で、売上高にあたる営
業収益が前年同期比3.0%増、営業利益が同79.2%増という好決算となり、通期の営業利益予想も680億円
から820億円へと大きく上方修正しました。 
第3四半期にあたる10〜12月の3か月間では、お歳暮のタイミングにECのセールが重なったことで荷物の取
扱数量が急増したことに加え、大雪の影響を受けた地域もあったものの、追加的なコストの発生を抑えつつ
これをこなすことができたことで、大きな利益創出につながりました。 
また、決算と同時に発表した中期経営計画「Oneヤマト2023」では、データを活用した経営資源の最適配置
を推進して集配拠点や仕分け拠点の見直しを進め、生産性を向上させるなどの施策により、2024年3月期に
営業利益1,200億円を目指すとしてします。 
 
今後ますます高まるであろうECの需要を取り込みつつ、しっかりと利益につなげていくことができるか、引
き続き注視していきます。

アナリスト  原嶋  亮介
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こどもトラスト

【こどもトラストセミナーお年玉をどう使おう〜お正月企画〜】 

2021年新年早々、東京都内の学童保育ウィズダムアカデミーの3校にこどもトラストセミナーをお届けし、
1月11日にはオンラインでも開催することができました。 
今回のワークショップでは、お年玉がそもそも持っている意味を知ることから始まり、自分だったらどんな
風にお年玉を使ってみたいか一緒に考えてみました。

「お年玉がお金として配られるようになったのはいつから？」

「100年前から？」「それとも100年以内？」

「お年玉はお金でない時代、何だったかな？」

「石だったかな？」「おもちだったかな？」

そもそもは新しい年、神様に捧げていたお餅、家長
がその年も健康に過ごせるようにとこどもたちにも
お餅を配った、これがお年玉の始まりと言われてい
ます。 
それがお金に変わってきたのは、昭和30年代、高度
経済成長の最中。 
「博物館に石が飾られているのを見たことがある！
石だと思う」と答えてくれた子もいたり、お年玉が
そもそもお餅だったというのは、こどもたちにはち
ょっと意外だったようです。

参加してくれたお子さまの様子

さて、新しい年がいい年になりますようにという願いが込められたお年
玉をどのように使おう、と改めて考えてみたのが今回のワークショップ
でした。 
つかう、ためる、ふやす、きふするの４つの使い方の中で、こどもたち
は、ふやす、と、きふする、を今回新しく知ることになります。 
ふやすは、「会社を応援すること」で、「お金に働いてきてもらうこ
と」だと伝えます。 
さて、どんな会社を応援ししたいかな？と、こどもたちに尋ねると、や
はりこの時期、「きめつのやいばのかいしゃ」に人気がありました。

 

4つの使い方

また、ビックカメラ、任天堂と答えるお子さんもいました。そして校舎横のクロネコヤマトのトラックをみ
んなで見て、コロナ禍である今、たくさんの人がいるお店に行くことなく、自分たちのところに欲しいもの
を届けてくれる会社の存在を意識して、「ものをはこんでくるかいしゃ」と記入してくれた子もしました。
お父さんががんばっているので、お父さんの会社にという子も。

寄付先には、「みずをきれいにしてくれるところ」「WWF」「コロナ禍でがんばってくれる病院」「困って
いる人に」などがありました。 
「お金の使い方を分けて考えるのははじめてだったので、おもしろかった、これからもやってみたいと思い
ます」と感想を教えてくれた子もいました。 
新型コロナ感染拡大の影響が大きく、大変なことも多い子育て環境ですが、お子さんたちの健やかなる成長
を、今年もコモンズ投信は精一杯応援していきたいと思います。

2月には特別企画をご用意させていただきました！ぜひ奮ってのご参加、お待ちしています。

【オンライン】こどもトラストセミナー渋沢栄一に学ぶmeからweへのお金の使い方

2月28日(日) 14:00〜15:30 
https://www.commons30.jp/seminars/detai l/1147

＊12月末に開催しましたオンライン「寄付の教室」の様子は、以下ブログにてご紹介しております。 
https://park.commons30.jp/2021/01/2020.html  

マーケティング部  馬越  裕子

https://www.commons30.jp/seminars/detail/1147
https://park.commons30.jp/2021/01/2020.html
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コモンズSEEDCapからのお知らせ

【第11回コモンズSEEDCap応援先  林伸彦さん・
親子の未来を支える会の近況報告】

親子の未来を支える会では、今年1月、胎児ホットラ
イン相談員募集育成事業として、多様な講師陣によ
る妊娠葛藤相談ウェビナーを11回実施しました。

12回目は2月9日（19:00-21:00）に予定されてい
て、過去開催分も3月31日まで視聴可能です。詳し
くは、以下をご覧ください。

https://peraichi .com/landing_pages/view/f
abtaij ihotlinesupporter?fbclid=IwAR27FYA
aHeeLKstD-Aug3eJt6tHiUqbuCI56xyCcfzw1
6Ht8OIu9gV0HwH4

出生前検査の前後にカップルが経験する葛藤への支
援体制の充実を目指す同団体は、今年4月に電話相談
窓口を開設すべく、現在相談員を募集しています。

【第10回コモンズSEEDCapの応援先  WITH ALS 武藤さんの今】

難病ALSを発症して7年、テクノロジーと自身の発想を掛け合わせ、ク
リエイティブの限界に挑戦し続ける一般社団法人WITHALSの武藤将胤
さん。

武藤さんはSEEDCap応援期間中だった昨年2020年1月に咽頭気管分
離手術を行い肉声を失いました。

以来、視線入力と音声合成を駆使しての生活をスタート、そしてこの
度、新たな楽曲とアパレル作品の制作にチャレンジしました。

https://withals.com/post/?id=444

 

EVERYONE, CHALLENGER.

作品はそれぞれ、androp内澤祟仁さん、フラワーアーティスト・東信さんとタッグを組んで制作。武藤さん
が作詞を担当した楽曲「EVERYONE, CHALLENGER.」には、このコロナ禍で先行きが見えない中、懸命に
生き挑み続けるALSの仲間をはじめ、全ての挑戦者に希望を届けたいという想いが込められています。

https://youtu.be/px3HCa7n_Us  

SEEDCap担当  馬越  裕子

https://peraichi.com/landing_pages/view/fabtaijihotlinesupporter?fbclid=IwAR27FYAaHeeLKstD-Aug3eJt6tHiUqbuCI56xyCcfzw16Ht8OIu9gV0HwH4
https://withals.com/post/?id=444&fbclid=IwAR13KXHsRF2Joa8CPYOERGNh0x4U0x9LHZ81huwj49cGYIqryE0g61ocDmg
https://youtu.be/px3HCa7n_Us
https://youtu.be/px3HCa7n_Us?fbclid=IwAR2WH1BvZEUBGT51iyVVjmHxY7L3uwtmU-_eQvo6DCn1Hkk5zEWzldIfCwc
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お客さまからの声

セミナーにご参加いただいたお客さまからいただいたお声をご紹介します。

こどもトラスト7年目アンケートより

「子供の将来、資産形成に適したコンテンツでしっかりとしたポートフ
ォリオだと思いこどもトラストを資産づくりの手段として選びました。
7年経過した時点の投資結果には満足しています。  

期待している投資結果が出ているうえ、信頼できる情報や、常にコミュ
ニケーションを絶やさずにいる姿勢があるのがその理由です。（40
代・女性）」

コモンズ投信の寄付のしくみ〜未来を信じる力〜

「コモンズ投信さんの寄付により、世の中への周知の機会となり、また
寄付を受けた団体の方の励みとなることがわかりました。投信会社とし
ては、他と異なることがわかりました。（60代・男性）」

こどもトラストセミナーお年玉をどう使おう？〜お正月企画〜

「お金の色々な使い道についてわかりやすい説明していただきありがと
うございました。特に投資については幼児向けにどのように説明すると
良いのか分からなかったのですが、非常に分かりやすく説明していただ
きました。 
初めは親の選んだオンラインセミナーに参加させられるのを嫌がってい
ましたが、丁寧に子供の意見を聞いてくださり、意見を言うのが好きな
息子はとても楽しかったようです。 
終わったあとにお年玉どう使う？と聞いたらまだ大好きなレゴを買いた
いと言っていましたが、寄付することには少し興味も出たようなので、
今後そういうものを息子に提示できれば良いかな、と思っています。
（6歳の参加者の保護者さま）」

運用報告会

「定期的に丁寧に運用報告をしてくださり、またその他組入企業の紹介
も兼ねたセミナーもして頂ける。運用成績が良く、今の旬のテーマに沿
った銘柄が満載で興味深い。安心してお任せできる。いつまでも継続し
てついて行きたいと思います。（60代・女性）」

★アーカイブ動画はこちらからご覧いただけます★

https://youtu.be/oR1BNHYUIFQ

教育費の貯め方とこどもトラスト

「教育費の必要なタイミングや金額、作り方について具体的に情報が盛
り込まれていて、次のアクションに繋がる内容でした。また、話が分か
りやすく、話が丁寧でした。折に触れてご自身のお子さんについても言
及され、親近感が持てました。（30代・女性）」

 

 

 

https://youtu.be/oR1BNHYUIFQ
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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。

https://www.commons30.jp/seminar/

 

◆2021年1月次運用報告動画もぜひご覧ください！ 
https://youtu.be/iWpo_2H-BjQ 

2月もオンラインで様々なセミナーを開催いたします。ぜひお気軽にご参加ください！

❏積立投資とコモンズのファンド

2月10日(水）20:00〜20:30

❏運用責任者が語る！コモンズ投信ファンド説明会

2月11日（木・祝）10:00〜11:15/2月22日（月）19:00〜20:15

❏教育費の貯め方とこどもトラスト

2月19日（金）10:00〜10:30

❏【北海道銀行共催】資産づくりをはじめよう〜知って得する！NISA制度の活用方法〜

2月20日（土）10:30〜11:00、14:00〜14:30

❏【オンライン】スペシャル対談「資本主義と闘った男」と「日本の資本主義の父」

2月24日（水）19:30〜21:00

❏【オンライン】こどもトラストセミナー渋沢栄一に学ぶmeからweへのお金の使い方

2月28日（日）14:00〜15:30

 

※詳細はコモンズ投信のウェブサイトにてご確認ください。

☆アーカイブ動画をYouTube「COMMONSTV」にて配信しております。

ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします！☆

https://www.commons30.jp/seminar/
https://www.commons30.jp/seminar/
https://youtu.be/iWpo_2H-BjQ
https://www.youtube.com/channel/UCALB6K9XIN7Rj51AzRZ1kCA
https://www.youtube.com/channel/UCALB6K9XIN7Rj51AzRZ1kCA
https://www.youtube.com/channel/UCALB6K9XIN7Rj51AzRZ1kCA
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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

○    

 株式会社十八親和銀行※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
○    

 tsumiki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 ○    

 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
○ ○   

 L INE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10時〜午後4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


