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月次報告書  作成基準日 2022年9月30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

【長期投資と寄付の境目】

秋の気配を感じ始めると、そうです、コモンズの社会起業家フォーラムの季節です。
毎年10月初旬に開催されるコモンズを象徴するこのイベント、今年は10月1日に3年ぶりのリアル開催（オ
ンラインとのハイブリット）で行うことが出来ました。
コモンズ投信は、ミッション、ビジョン、バリューを大切に運営しています。その中のビジョン（未来への
展望・目指す姿）は、「私たちは、長期投資によって意思あるお金が循環し希望あふれる世界をつくりま
す」です。
さて、長期投資で運用成績を出すために最も重要な要素に、社会の安定があります。社会が安定していない
と企業の持続的な成長は叶いません。紛争や戦争などがあれば企業業績どころではありません。また、格差
が拡大したり分断が進めば社会が不安定になります。
私たち国民の年金を運用する機関にGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）がありますが、この年金の運
用の原資となる私たち国民の年金積立期間の平均年数は、約25年です。GPIFが、ESG（環境・社会・ガバナ
ンス）を重視する運用を始めた理由は、25年の目線で考えたときに重要なことは、社会の安定、地球環境の
改善との考えからでした。
まさに、当社と同じで長期投資を考えれば同様の運用スタンスに収斂していきます。つまり、投資を通じて
社会課題を少しでも改善、無くしていく方向です。社会課題を解決していくことで事業価値を向上させ、企
業価値を増大していく。企業側もこうした発想が求められます。コモンズ30ファンドは、30年目線で持続的
な成長を実現できる企業への投資を実践してきました。
前述の通り、30年目線で選んだ企業はさまざまな社会課題の解決にも取り組んでいます。それでも営利企業
ではビジネスにはなり難い領域が残り、結果として金融では手が届かない社会課題がどの時代も必ず残りま
す。子どもたちの隠れた貧困の対策などもその一つです。

こうした分野は経済活動ではなかなかカバー出来ないため、寄付などで
の支援が必要です。経済活動で社会課題を少しでも解決し、残る分野は
寄付によってより深い課題に手が届くようになるといいですね。コモン
ズ投信の社会起業家応援プログラム＝コモンズSEEDCapは、そんな想
いで創業時から取り組んできました。
この度の第14回となる社会起業家フォーラムでも熱いメッセージシャ
ワーを心地よく浴びることが出来ました。
https://youtube.com/playlist?list=PLyi0qtYATa_E6PHKEy1
Mz_3Sq_M4OzrRv
そしてこうした寄付の仕組みを持つコモンズ30ファンド、引き続き、
よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長兼最高運用責任者 伊井 哲朗

コモンズ30ファンド

モーニングスターFUND OF THE YEAR2021
（ファンドオブザイヤー2021）

国内株式型 部門  優秀ファンド賞受賞！  

コモンズ30ファンド

格付投資情報センター「R&I ファンド大賞 2022」

投資信託10年／国内株式コア カテゴリー  優秀ファンド賞受賞！  

https://youtube.com/playlist?list=PLyi0qtYATa_E6PHKEy1Mz_3Sq_M4OzrRv
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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 〜 2022年9月30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
2009年1月19日 〜 2022年9月30日

基準価額

35,271 円

(前月末比)

△2,409 円（△6.39%）

純資産総額

346.3億円

(前月末比)

△17.6億円（△4.82%）

騰落率(分配金込)

期間 騰落率

1ヵ月 △6.39%

3ヵ月 △0.14%

6ヵ月 △7.74%

1年 △10.87%

3年 32.01%

5年 31.77%

10年 215.23%

設定来 285.03%

分配金（1万口当たり、税引前）

決算期 分配金

2018年1月 250円

2019年1月 0円

2020年1月 250円

2021年1月 300円

2022年1月 0円

設定来合計 1,910円
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※「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 91.3%

その他 8.7%

未来コンセプト別比率

生活ソリューション 14.2%

精密テクノロジー 13.4%

ウェルネス 12.5%

新素材 10.6%

資源・エネルギー 9.7%

快適空間 9.3%

ライフサイクル 6.4%

未来移動体 6.1%

地球開発 6.0%

社会インフラ 3.1%

その他 8.7%

1 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 4.5%

2 三菱商事 資源・エネルギー 変化に強い組織力で、進化し続ける 3.7%

3 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
3.7%

4 丸紅 資源・エネルギー
規律ある経営で収益を積み重ね、いつか総合商社ナンバースリー

に
3.7%

5 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%

6 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 3.5%

7 セブン＆アイ・HD 生活ソリューション
変化への対応、基本の徹底という企業文化が浸透、さらなる高み

を目指す
3.4%

8 ダイキン工業 快適空間 世界一快適な空気をつくる 3.4%

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 3.4%

10 リンナイ 快適空間 「熱」を通じて「快適な暮らし」を提供 3.4%
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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
9月のファンドの月間リターンは▲6.39％の下落となりました。

◎運用責任者メッセージ

9月の内外株式市場は、米国はじめ欧州でも相次ぐ利上げとなり、世界的に大きな株価下落となりました。特
に米国ではFOMC（連邦公開市場委員会）において、3回連続で0.75％の利上げが実施され、合わせて金融
引き締め姿勢にも強いメッセージが出されたことで長期金利が大きく上昇し株式市場の大幅下落につながり
ました（米国主要株価指数は年初来安値を更新）。国内株式市場も、こうした米国株の下落に連動、さら
に、世界的な景気減速懸念を織り込む形で月末にかけて大きな下落となりました。

当ファンドは、月間で▲6.39％の下落、投資先30銘柄中3銘柄が値上がり、27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▲5.49％の下落、日経平均株価も▲7.67％の下落となり
ました。

当ファンドの株式の組入比率は、91.3％と前月比+0.6％の上昇となりました。慎重姿勢は崩していません
が、日経平均株価で26,000円を割り込む場面では、買い増しを行いました。それでも、現金比率はやや高め
を維持している状況です。個別銘柄の月間騰落率ではエーザイ+36.02％、セブン＆アイHD+4.93％、味の
素+2.62％が上位3銘柄となりパフォーマンスをけん引しました。下位3銘柄は、東京エレクトロン▲19.1
6％、ホンダ▲15.76％、マキタ▲15.21％となりました。当月は、上場来高値を更新した銘柄も年初来高値
を更新した銘柄はありませんでした。

株式市場は、金利上昇に対する警戒感から世界的な景気減速にテーマが移行しつつあります。また、英国、
イタリアで首相が変わり、政治的・経済的な混乱が金融市場にも伝播しつつあります。エネルギー消費が高
まる冬にかけ、ロシアの行動にも予断を許しません。ファンドの運営につきましては、リスク回避姿勢が強
まる局面では、現金比率を下げて丁寧な買い増しを行う予定です。引き続き、どうぞ、よろしくお願い申し
上げます。

最高運用責任者 伊井 哲朗

【投資先企業KADOKAWAにつきまして】
2022年9月6日、東京2020オリンピック・パラリンピックのスポンサー選考において、KADOKAWAの役
職員が東京地方検察庁より贈賄の容疑で逮捕され、9月14日には取締役会長  会長執行役員である角川歴彦
（かどかわつぐひこ）氏が逮捕されました。その後、10月4日には起訴に至り、角川歴彦氏と取締役副会
長  副会長執行役員の松原眞樹氏から会長職及び副会長職並びに執行役員職の辞任の申し出があったことか
ら、10月5日、取締役会で承認したとのリリースが出され、同日アナリスト・機関投資家向け説明会が開催
されました。
説明会では、業績面では一部に影響は出ているが軽微であること、また、利害関係を有しない外部の専門家
を中心としたガバナンス検証委員会を設置したとの説明がありました。今後、当委員会による事実関係の調
査、ガバナンス、内部統制を含めた根本的な原因の究明に加え、再発防止策の提言等がなされるとのことで
した。説明会に参加した印象は、誠実な姿勢と改革への機運を感じました。

本件に関しファンド受益者の皆さまにご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。また、
今回の事態に至りましたことは大変残念に思っております。本件につきましては、引き続き、状況の推移を
注視して参ります。
また、当然、個別取材についても、可能となるタイミングでしっかりと行い、中長期的な企業価値の創造に
つながる対応がとられていくのかどうかを対話の中心において調査分析をして参ります。引き続き、よろし
くお願い申し上げます。

◆2022年9月次運用報告動画もぜひご覧ください！

https://youtu.be/q6ZauZyXlyM

 

 

 

投資委員会メンバー
〇伊井哲朗、上野武昭、末山仁、原嶋亮介、古川輝之/〇は最高運用責
任者

2022年9月次運用報告動画

https://youtu.be/q6ZauZyXlyM
https://youtu.be/q6ZauZyXlyM
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新規組入投資先

なし

今月のピック！

■（4523）エーザイ

エーザイと米バイオジェン社は9月28日に、共同開発しているアルツハイマー病治療薬「レカネマブ」につ
いて、早期アルツハイマー病患者を対象としたグローバルでの大規模な臨床第3相試験において、症状の悪化
を抑制したと発表しました。
前回のアルツハイマー病治療薬「アデュカヌマブ」については、アメリカで条件付き承認されたにも関わら
ず、普及の見通しが大幅に後退した時点から1年を経たずして、アルツハイマー病治療が再び大きく前進する
ことになりました。
「アデュカヌマブ」では、米国において薬効に懐疑的な医療関係者の存在や保険の適用が極めて限定的とな
ったことが治療薬普及の大きな障壁となりましたが、今回の「レカネマブ」では副作用の発生が比較的抑え
られていることから、治験の初期段階より有効容量で治療薬投与が可能となり、疑義の生じにくい良好な結
果が示されたことが大きなアドバンテージになりそうです。
また、「アデュカヌマブ」では薬価が高価であったことも議論になりましたので、今回の「レカネマブ」で
は、より慎重な価格決定がなされることが期待されます。
エーザイでは、米国、日本、欧州において2022年度中に承認申請を行い、2023年中の承認を目指す意向で
す。

シニア・アナリスト  末山 仁

■（3382）セブン＆アイHD

セブン＆アイHDは、主力の日本と米国でのコンビニエンスストア事業の売り上げが順調に推移しています。
コンビニエンスストア事業の3月以降の売上高（前年同月比伸び率）をみると、国内の既存店は、3月+0.
8％、4月+1.7％、5月+2.6％、6月+2.9％、7月+3.6％、8月+4.7％となっており、コロナ禍からの経済
の正常化の動きや、行楽などの外出需要を取り込む形で売り上げが改善しています。コロナの感染拡大前の1
9年の同月比較でも売り上げが伸びているもようです。
一方、米国の既存店（商品売上高）も、同様に3月+5.3％、4月+4.7％、5月+4.6％、6月+3.2％、7月+
3.1％、8月+4.7％と伸びが続いています。米国では、マクロ面では物価高による消費者の節約志向も懸念さ
れますが、同社については、フレッシュフード（サンドイッチやソフトドリンクなど）やグリル商品の品揃
え強化、PB（プライベート）商品の導入など特色のある商品戦略が奏功しています。

シニア・アナリスト  上野 武昭

■（6301）コマツ

先日、コマツ国内マザー工場（開発機能と主要部品の生産を行う工場）の1つである茨城工場見学会に参加し
ました。
当工場は、超大型ホイールローダー（土砂、砂利、砕石を救いあげ、ダンプトラックに積み込む機械）や、
国内唯一のダンプトラック（土砂、砂利、砕石を積載し運搬する機械）の生産を主に担っております。
普段私たちが街中で見かけるダンプトラック（10トン）の10倍の大きさのものや、地上約8ｍに運転席があ
る超大型ホイールローダー等、規格外の大型機械の迫力を目の当たりにしたと同時に、あらためて、鉱山現
場の安全面の配慮が重要だと感じました。
このように、一般消費者ではなく企業を顧客として様々な製品群・サービスの提供で活躍しているコマツで
すが、我々の生活インフラや生活必需品利用に不可欠なベースの役割を担っており、これからもサステナブ
ルな視点で成長していくものとみております。

アナリスト  古川 輝之
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「新しい10年」をつくる全ての人たちへ贈るESG投資で激変！2030年
会社員の未来

9月28日、コモンズ30ファンド投資先企業楽天グループの元IR部長で、現在マーケットリバー株式会社の代
表取締役として、上場・未上場企業の社外役員などを務められている市川祐子さまをお迎えし、セミナーを
開催しました。
https://youtu.be/rqQm-AWSlAc

まず、市川さまがこの本を出された問題意識をお話しくださいました。
ESG投資が活発化してきている中でも企業のIR担当者は社内の推進に悩
みを抱えている一方、ESGは利益が減るのになぜ必要なのか、という考
え方に対していやいやESGはいいことだ、という二項対立で捉えられが
ちである、しかしまさに「論語と算盤」と同じで「と」という考えが重
要であるとの認識です。
また、IRの現場で経験を積まれ、今では企業のIRを支援される立場の市
川さまから見た時、ESGの視点の浸透にはトップから一般社員まで幅広
い協力が必須で、根っこの株式会社のルールと投資の考え方が理解させ
れば日本企業はよくなる、という想いがあるとのことです。
この点について、市川さまは、企業価値に効くESGを「成長率を上げる
か、事業のリスクを下げるもの」と説明されました。
そして、ESGの中でも、特にこれからは「S（社会）」、その中でも人
財への取組が重要で、これを突き詰めると「働く人の未来」につながる
のだとお話しいただきました。

対談では、ESGを企業価値の向上につなげている具体的な事例としてソニーやメルカリ、エーザイなどの企
業が挙がりました。
また、伊井から、今では大企業となった企業、具体的には戦後生まれたソニーは日本の文化を創るというこ
とを掲げたり、松下電器は女性を家事労働から解放するという目的で様々な家電製品を生み出してきた、つ
まり、すべての企業のスタートは社会課題の解決だった、というお話をさせていただきました。
そして今、企業はWhy~なぜこの事業を行っているのか~というパーパス（目的）を改めて明確にする動きが
広がっています。
存在意義を明確にし、さらにはそこで働く従業員の働き甲斐や働きやすさを改善する取組、つまｚり、ESG
の中の「S」、その中でも人財にしっかりと投資を行う企業ほど、売上や利益が向上し、それが株式のパフォ
ーマンスにもつながっているという循環が生まれています。
その時に、会社のパーパスと個人のパーパスをできるだけ一致させていくことができれば、さらに生産性が
上がるという好循環につながるのでしょう。

イベントの様子 また、参加者からお寄せいただいた質問に「コモン
ズ30ファンドではESGの観点を考慮した銘柄選別を
していると推察していますが、目論見書などにはES
Gという言葉が見当たりません。その理由をご教示
お願いいたします。」というものがありました。
これはよくいただく質問でもあるのですが、30年目
線で持続的に成長できる企業を選ぶ際には当然ESG
という要素は考慮されるので特に謳うことはしてい
ません。
そういった意味では、今後「ESG」という言葉自体
が無くなっていく可能性もあるのでは、というのが
市川さま、伊井の共通の見立てでした。

セミナー後、特に印象に残った点として「企業と個人のパーパスを一致させる」というお話を挙げた方が多
く、まさに、本イベントの趣旨である「新しい10年をつくる」一人一人が自身の働く未来を見つめる機会に
なったのではないでしょうか。

取締役 マーケティング部/部長 福本 美帆

https://youtu.be/rqQm-AWSlAc
https://www.amazon.co.jp/dp/4296112899
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コモンズSEEDCapからのお知らせ

【10月1日(土)第14回コモンズ社会起業家フォーラムを開催しました！】

◇コモンズSEEDCapに関して詳しくはこちら
→  http://www.commons30.jp/fund30/seed

文京学院大学仁愛ホール（東京本郷）にコモンズ投信に直接口座をお持ちのお仲間のみなさまにお越しいた
だき、3年ぶりにリアルで開催することができました。
また、オンラインでも多くの方々がご参加くださいました。
今回のフォーラムでも、様々な社会課題の解決に取り組む10組11名の社会起業家が「パーパス（目的）」を
テーマに、7分間のスピーチにその想いを込めてくださいました。

コモンズ投信のミッションは、「１人ひとりの未来
を信じる力を合せて、次の時代を共に拓く」。その
ミッションをご参加くださったみなさま、登壇者の
みなさまと共に実感できる場となりました。

また、寄付のしくみコモンズSEEDCap今年度応援
先であるNPO法人PCV住岡さんに対する授賞式も行
うことができました。

コモンズ投信は、投資や寄付を通して「未来を信じ
る力」の集合体をつくるべく、お仲間のみなさまと
共に在ります。ぜひこれからもご一緒ください。

以下URLより、当フォーラム全編を引き続きご覧いただけます。

*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
第14回コモンズ社会起業家フォーラム
https://youtu.be/59_sfoql3kw
*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==
◆会長渋澤がブログで当日の様子をご紹介しております◆
「７分で何ができるか」
https://www.commons30.jp/contents/shibusawa-blog/3590/
*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==*==

＊当日お手伝いくださいましたコモンズボランティアのみなさま
と社員と＊

ご参加いただきましたみなさま、そして開催にご協
力いただいたすべてのみなさまに、コモンズ投信一
同、深く感謝申し上げます。

ソーシャル・エンゲージメント・リーダー 馬越 裕子

http://www.commons30.jp/fund30/seed
https://youtu.be/59_sfoql3kw
https://www.commons30.jp/contents/shibusawa-blog/3590/
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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。

コモンズのファンドの特徴は？こんな時どう動く！？

最近、貴社とお付き合いを始めたばかりですが、仕事の取り組みをこれほど投資対象者に詳しく説明してく
れる会社は初めてです。投資の内容の説明を聞くのも初めての経験です。（80代・男性）

コモンズの視点  〜企業のミカタ〜  エムスリーのご紹介

事業の中身の詳細までよく把握、分析されたうえで投資しかつモニタリングしていることがよく理解できま
した。また、話もわかりやすく丁寧な説明でした。（60代・男性）

「新しい10年」をつくる全ての人たちへ贈る  ESG投資で激変！2030年会社員の未来

自宅で拝聴していたところ、声をかけると珍しく大学生の娘が興味を持って聴いていました。どのような会
社でどのような仕事をするかを考える時、これからの時代は特に、いわゆる企業規模やイメージだけで何と
なく働くことを選択するのか否か。親からの話は素直に聞けないですが、今日のような機会をいただけると
スッと入ってくる部分もあるようです。（50代・女性）

パーパスの重要性と、社会課題と会社で貢献できるものを比較したうえでマテリアリティを決めることな
ど、これからESGに関して積極的な取組を考えるにあたって非常に参考になりました。（40代・男性）
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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/

 

◆2022年9月次運用報告動画もぜひご覧ください！

https://youtu.be/q6ZauZyXlyM

❏コモンズ投信運用報告会    〜2022年7〜9月期〜

  各会場ではリアル開催を久しぶりに行います。皆さまのご参加をお待
ちしております。

・オンライン
  10月25日（火）20:00〜21:15

・福岡開催
  11月3日（木・祝）12:00〜13:30

・名古屋開催
  11月6日（日）10:00〜11:30

・大阪開催
  11月6日（日）16:00〜17:30

・札幌開催
  11月19日（土）12:00〜13:30

❏資産づくり質問会

  10月13日（木）20:00〜20:45

❏コモンズのファンドの特徴は？

  10月17日（月）20:00〜20:30

❏こどもトラストセミナー  おかねの教室（小４〜６
対象）
  「おかねの４つの使い方〜使ったお金はどこにい
く？〜」

  10月19日（水）17:00〜17:45

❏コモンズの視点  〜企業のミカタ〜
  ディスコのご紹介

  10月28日（金）20:00〜20:30

 

☆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！☆

※Morningst ar  Award“Fund o f  t he Year  2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モ

ーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権

その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningst ar , Inc .に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式

投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2021年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。

国内株式型 部門は、2021年12月末において当該部門に属するファンド897本の中から選考されました。

※「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。

https://www.commons30.jp/seminar/
https://www.commons30.jp/seminar/
https://youtu.be/q6ZauZyXlyM
https://www.commons30.jp/seminar/
https://www.youtube.com/c/COMMONSTV
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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※1  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
○ ○   

 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
○ ○ ○ ○

 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
○ ○   

 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
○ ○ ○ ○
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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

 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
○ ○ ○  

 PayPay銀行株式会社※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※1  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
○ ○ ○ ○

 株式会社大垣共立銀行※2 登録金融機関
東海財務局長

（登金）第3号 ○ ○   

 OKB証券株式会社※1 金融商品取引業者
東海財務局長

(金商)第191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)※1

登録金融機関
関東財務局長

（登金） 第10号 ○ ○   
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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

 アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者
関東財務局長

（金商）第3283号
○  ○  

 東海東京証券株式会社※1 金融商品取引業者
東海財務局長

（金商）第140号
○ ○  ○

 スルガ銀行株式会社※1 登録金融機関
東海財務局長

（登金）第8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。

◆ファンドの組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や
下落を示唆するものではありません。

◆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


