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お知らせ

スパークス・アセット・マネジメント株式会社は、
株式会社格付投資情報センターの選定による
「Ｒ＆Ｉファンド大賞2018」において、
「投資信託／総合部門」の「国内株式総合部門」で
「優秀賞」を受賞しました。

「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。「投資信託／総合
部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての
個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。
※当表彰は、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が受賞したアワードであり、当ファンドの受賞ではございません。

■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に
基づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますの
で、必ずお受け取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。■当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますの
で、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属し
ます。■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設定・運用
は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当
資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別
銘柄の将来の動きを保証するものではありません。■当資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。ま
た記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じ
ます。■当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お問合せは販売会社まで。
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愛称:華咲く中小型
【運用実績】

【基準価額・純資産総額の推移】

過去のパフォーマンス(％)
ファンド ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

直近の分配実績（円）
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※2007年1月30日（設定日前営業日）を10,000として指数化
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分配金再投資基準価額（左軸）
ラッセル/ノムラ・ミッド・スモール・キャップ指数（配当込み）(左軸)
基準価額（左軸）

【資産別構成】
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【株式市場別構成】
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比率(％）
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現金その他
※比率は対純資産総額
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1.4
株式組入比率
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29.47 設定来累計

金（税金控除前）を再投資することにより算出される収益率です。
従って実際の投資家利回りとは異なります。
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※当ファンドのベンチマークは、ラッセル/ノムラ・ミッド・スモール・キャップ指数
（配当込）ですが、当ファンドはベンチマークに連動するものではありません。
※基準価額は、信託報酬等控除後です。
※分配金再投資基準価額は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非
課税で再投資したものとして計算しております。
※過去の実績は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

※比率は対純資産総額

【株式業種別構成 上位10業種（％）】

【組入有価証券 上位10銘柄】
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銘柄

市場
1 センコーグループホールディングス 東1
2 パルグループホールディングス 東1
3 ＮＥＣネッツエスアイ
東1
4 日本光電工業
東1
5 タクマ
東1
6 日精エー・エス・ビー機械
東1
7 三洋化成工業
東1
8 ＪＵＫＩ
東1
9 藤森工業
東1
10 パルコ
東1
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0.0
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器
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※比率は対純資産総額

( 銘柄総数：56銘柄 )

業種
陸運業
小売業
情報・通信業
電気機器
機械
機械
化学
機械
化学
小売業

比率(％）
3.5
3.5
3.5
3.5
3.3
3.2
3.2
3.1
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3.0

※略称は下記の取引市場を指します。
※比率は対純資産総額
東1：東証1部、東2：東証2部、ﾏｻﾞｰｽﾞ：東証マザーズ、JQ：JASDAQ

※上記記載のうち、【運用実績】、【基準価額・純資産総額の推移】以外は、当ファンドが投資するマザーファンドに関する情報です。
※「比率（％）」は、当ファンドが投資するマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく
開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受
け取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。■当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変
動します。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を
被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・
金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除
き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。■投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当
資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。■当資料に含まれている過去の実績の数値および
市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものではありません。
■当資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。
■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。■当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）
のご請求、お問合せは販売会社まで。
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【運用担当者のコメント】
受益者の皆様におかれましては、基準価額の大幅な変動に対してご不安をお感じのことかと存じます。
10月から不安定になった日本の株式市場は、11月に一旦落ち着きを見せたものの、12月に入って再度大幅に下落しました。
米中貿易摩擦に端を発した景気減速への懸念が株式市場の下落要因となっています。
企業業績見通しに対する不確定要素は、以前より増していることから、投資行動の際にはより緻密な分析が必要と考えてお
ります。一方で、10年前のいわゆるリーマンショック当時と比較すれば、日本企業の財務体質、収益構造は格段に強固になっ
ていることは安心材料と考えます。また株価下落によってバリュエーションが低下したことから、冷静な投資家による株式の
買い需要が株価を下支えすることも期待できます。
スパークス・アセット・マネジメントでは変化する状況に適切に対応するため、現状把握を十分に行い、環境変化が生み出
す新たな投資機会を捉えられるよう、従来にも増して調査活動に励んでまいります。
私どもは、市場環境がいかなる状況においても、一貫した投資哲学に則ってボトムアップで優れた企業を選別した投資を
行ってまいります。今後も運用体制の維持・強化に努めてまいりますので、引き続きご愛顧いただけますよう、お願い申し上
げます。

◆株式市場の状況
12月の日本株市場は、中国企業の華為技術（ファーウェイ）社副会長の逮捕をきっかけに、米中貿易摩擦の深刻化と中国経
済の悪化懸念などから大きく下落しました。米国金利引き上げ観測の後退で円高が月末にかけて進んだことも、下げを加速さ
せました。
この結果、TOPIX（配当込み）は前月末比マイナス10.21%と大きく下落し、当ファンドのベンチマークも同マイナス10.44%
と大きく下落しました。東証マザーズ指数が前月の株価急騰の反動で前月末比マイナス19.69%と大きく下落し、小型株全体の
下げを先導しました。

◆ファンドの運用状況
当ファンドのパフォーマンスは、前月末比13.06%の下落とベンチマークを下回る結果となりました。
当月、当ファンドにおいては、前田工繊、日油が、プラスに貢献しました。両銘柄とも特段のニュースフローはなかったも
のの、業績安定感の高さから売り圧力が軽微だったものと推察します。
一方で、ＪＵＫＩ、モリタホールディングス、新日鉄住金ソリューションズなどが、マイナスに影響しました。このうちＪ
ＵＫＩは、特段の個別事情はなかったものの、前月の株価上昇の反動や世界経済の悪化懸念から、下落したものと考えます。
12月の売買行動としては、引き続き、既保有銘柄の買い増しとともに、株価が上昇し割安感が喪失した銘柄の全売却を行っ
ています。また、資源価格の変動などから先行き懸念が高まっているものの実態的には新製品需要は拡大しており、再評価余
地が大きいと考える部材メーカーに新規投資を行っています。
私どもの投資戦略は、「いい会社を安く買う」ということです。市場から無視されていたり、嫌われていたりするものの、
将来の成長機会を獲得できると思われる「いい会社」に中長期視点で投資をしています。
一般的な「いい会社」とは、新たな製品やサービスを投入することで市場を拡大させ成長するため、企業価値は時間を追う
ごとに増えていくと考えられます。一方で、短期的な業績悪化や市場全体の下落など、様々な要因で株価は大きく変動するこ
とが想定されます。このような、企業価値と市場価格との間に大きなギャップこそが、魅力的な投資機会であると考えていま
す。
特に私どもが注視をするのは、「実態価値の成長が期待できるかどうか」です。一般的なバリュー投資の場合、実態価値に
対し「割安」となった銘柄に対し投資を行います。しかし、実態価値の成長が見込めない場合、なかなか再評価されず投資資
金が寝てしまい、「バリュートラップ（割安のわな）にはまる」ことがあります。このような状況を回避するためにも、中長
期での成長確度に対する評価がより重要だと考えています。

◆今後の運用方針
12月の日本株式市場は、米国や中国を中心とした景気減速懸念の高まりから、大幅な下落となりました。米中貿易摩擦の高
まりや、FOMC（米国連邦公開市場委員会）が期待ほど緩和姿勢を継続しないとの見通しから、世界的な景気後退懸念が一段と
高まったことなどが要因として挙げられます。ただ、中小型株市場においては、それ以上に株式需給悪化の影響も下げ幅を広
げた要因と考えます。流動性が少ない中小型株市場は、株式需給の影響を相対的に受けやすく、本質的な業績動向とは無関係
に下げ幅を広げました。
当ファンドは、市場から悲観・無視された中長期の成長機会に対し投資を行っているため、一般的には株価下落局面におい
ても下値抵抗力があると考えており、この考え方は今でも変わりありません。当月、当ファンドの基準価額下落幅が拡大した
一因は、これまでの好調な運用成績の反動であると考えています。様々な不透明感の台頭が投資家心理の頭をもたげる状況で
はありますが、マクロ経済の影響を受ける大型株に比べて個別要素の強い中小型株市場は、適切な銘柄選別により相対的な影
響の抑制が可能と考えています。今回の相場の調整をきっかけに、より魅力的な銘柄への入れ替えも検討していく考えです。

■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、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
ドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。■当
ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、
基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金
融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく
支払いの対象ではありません。■投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。■当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するもので
はありません。■当資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを
保証するものではありません。■当資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。■
当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。■当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お問合せは販売会社まで。
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愛称:華咲く中小型
ファンドの目的
当ファンドは、主としてスパークス・日本中小型株・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）を通じて、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行う
ことを基本とします。

ファンドの特色
１. 日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資します。
 中小型株式は銘柄数が豊富であり、また高い成長が期待できる企業が多く存在します。

２. スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別します。
 中小型株式の調査は１９８９年のスパークス創業時から行っております。

３. ベンチマークであるラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み） ＊を上回る
投資成果を目指して運用します。
 ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれません。
＊ ラッセル／ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数（配当込み）は Russell/Nomura 日本株インデックスのサイズ別指数です。
Russell/Nomura 日本株インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社
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ものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。■当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をす
ることを禁じます。■当ファンドに関する投資信託説明書（交付目論見書）のご請求、お問合せは販売会社まで。

3

販売用資料

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

スパークス･Ｍ＆Ｓ･ジャパン･ファンド

マンスリーレポート

愛称:華咲く中小型
投資リスク
基準価額の変動要因
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資等を通じて、株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、
ファンドの基準価額は変動します。従って、投資者の皆さまの投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆さ
まに帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
株価変動リスク
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて
変動します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、こ
れらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
中小型株式等への投資リスク
当ファンドは、中小型株式等へも投資します。こうした株式は、比較的新興であり、発行済株式時価総額が小さく、
売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。その結果、こうした株式への投資はボラティリティ（価格変動
率）が比較的高く、また流動性の高い株式に比べ、市況によっては大幅な安値で売却を余儀なくされる可能性があ
ることから、より大きなリスクを伴います。
信用リスク
組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発
生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。
その他の留意事項
●システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もし
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その他の留意点
・ 当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。
・ 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。
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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。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
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お申込メモ（お申込の際には投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。）
ファンド名

スパークス･Ｍ＆Ｓ･ジャパン･ファンド
（愛称:華咲く中小型）

商品分類

追加型投信／国内／株式

信託期間

2007 年 1 月 31 日から 2027 年 1 月 25 日

決算日

お客様にご負担いただく手数料等について
＊下記手数料等の合計額については、お申
込金額や保有期間等に応じて異なります
ので、あらかじめ表示することができませ
ん。

毎年 1 月 25 日
（休日の場合は翌営業日）

収益分配

原則として毎決算時にファンドの基準価額水準、市況動向等
を勘案して分配金額を決定します。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。

お申込時間

各販売会社で毎営業日お申込いただけます。お申込時間は、
原則として午後 3 時までとします。
当該時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。

お申込単位

販売会社が定める単位

お申込価額

お申込受付日の基準価額

解約のご請求

販売会社の毎営業日に販売会社が定める単位で解約を請求
することができます。お申込時間は、原則として午後 3 時まで
とします。当該時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
す。
※委託会社は金融商品取引所における取引の停止、その他
やむを得ない事情があるときには、解約請求の受付を中止
することができます。

解約価額

解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引い
た価額

解約代金の
受渡日

解約受付日から起算して、原則として 5 営業日目からお支払
いします。

【お申込時】
■お申込手数料
お申込受付日の基準価額に 3.24%（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
【ご解約時】
■信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に 0.3%の率
を乗じて得た額
■解約手数料
なし
【保有期間中】
(信託財産から間接的にご負担いただきます)

■信託報酬
純資産総額に対して年率 2.0196%（税抜
1.87%）
■その他の費用等
(1)監査報酬、投資信託説明書（目論見書）
や運用報告書等の作成費用などの諸費
用（純資産総額に対し上限年率 0.108%（税
抜 0.10%））
(2)有価証券売買時の売買委託手数料等
は、ファンドの運用による取引量に応じて
異なりますので、事前に料率や上限額等
を表示することができません。

【課税上の取扱い】
課税上の取扱いについては投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。

〔お問い合わせ先〕 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
ホームページ http://www.sparx.co.jp/ 電話番号：03-6711-9200（受付時間：営業日 9：00 ～ 17：00）
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く、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく
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ファンドの関係法人について
●委託会社 スパークス・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 346 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
信託財産の運用指図、受益権の発行等を行います。

日本証券業協会

●受託会社 三井住友信託銀行株式会社
委託会社の指図に基づく信託財産の管理等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ･サービス信託銀行株
式会社に委託を行います。
●販売会社 下記一覧参照
ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いの取扱等を行
います。
加入協会
販売会社

登録番号

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

○

○

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ＳＢＩ証券

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第44号

○

○

おかやま信用金庫

金融商品取引業者

中国財務局長（登金）第19号

○

極東証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第65号

○

ごうぎん証券株式会社

金融商品取引業者

中国財務局長（金商）第 43 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

○

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

○

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

○

○

○

登録金融機関

関東財務局長（登金）第649号

○

○

○

水戸証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第181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

○

スパークス･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346号

○

三井住友信託銀行株式会社

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
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