
運用実績の推移

騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

設定来= 2018年7月24日 以降
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ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド
の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって
は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 東証プライム 3.4%

合計 37.6%

日本新薬 医薬品 東証プライム 3.5%

豊田通商 卸売業 東証プライム 3.4%

日油 化学 東証プライム 3.7%

東京海上ホールディングス 保険業 東証プライム 3.6%

富士通 電気機器 東証プライム 3.7% 組入銘柄数 ： 51 銘柄

ベクトル サービス業 東証プライム 3.7%

ソニーグループ 電気機器 東証プライム 4.2%

アサヒグループホールディングス 食料品 東証プライム 4.1%

銘柄 業種 市場 純資産比

中外製薬 医薬品 東証プライム 4.3%

組入上位10銘柄 2023年4月28日 現在 

その他の業種 40.1%

97.8% その他の資産 2.2%

現金等 2.2% 合計 100.0%

-

- サービス業 8.0%

- 機械 7.8%

97.8% 小売業 11.9%

- 化学 11.6%

資産・市場 純資産比 業種 純資産比

97.8% 電気機器 18.5%

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、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。従って、実際のファン
ドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金
等は考慮しておりません。

※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。
※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が
決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

資産内容

資産・市場別配分 業種別配分

2023年4月28日 現在 

設定来 21.4% 設定来累計 530 円

3年 31.2%

1年 5.3% 2021年1月 150 円

3ヵ月 3.7% 2022年1月 80 円

6ヵ月 4.0% 2021年7月 150 円

騰落率 分配金（1万口当たり、課税前）の推移

期間 ファンド 2023年1月 50 円

1ヵ月 1.7% 2022年7月 60 円

(月次改訂）

運用実績

基準価額※ 11,610 円

※分配金控除後

純資産総額 81.6 億円

野村日本最高益更新企業ファンド
愛称：自己ベスト

2023年4月28日

2023年4月28日 現在 

（設定日前日＝10,000として指数化：日次）

追加型投信／国内／株式マンスリーレポート

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。
・業種は東証33業種分類による。

・業種は東証33業種分類による。
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●信託設定日 2018年7月24日

●信託期間 2028年7月27日まで

●決算日 原則1月、7月の各27日

（同日が休業日の場合は翌営業日）

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員
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先月の運用経過 （運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。）

今後の運用方針  （以下の内容は当資料作成日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。）（2023年5月2日 現在）

先月の投資環境

野村日本最高益更新企業ファンド
愛称：自己ベスト

○ 4月の国内株式市場は、東証株価指数（TOPIX）が月間で2.69％上昇し、月末に2,057.48ポイントとなりました。

○ 4月の国内株式市場は上昇しました。月初は、米国において雇用や景況感などの経済指標が市場予想を下回り景気

後退への懸念が高まったことなどから下落して始まりました。その後は、小売企業の好決算や米著名投資家の日本株へ

の追加投資検討の報道などが好感され上昇に転じました。下旬に入り、3月の訪日外国人客数が前年同月比で27倍と

なったことなどが報じられ国内経済回復に対する期待が高まった一方で、新年度の業績見通しなど足元の企業決算への

警戒感などから一進一退の展開となりました。月末にかけては、米地銀の大規模な資金流出が明らかとなり金融システム

への不安などから下落する局面も見られましたが、日銀の金融政策決定会合において現行の金融緩和策維持が決定さ

れたことで円安が進行し上昇しました。国内株式市場は4ヵ月連続の上昇となりました。

○ 東証33業種で見ると、新作映画のヒットによる関連売上の増加期待が高まったその他製品など30業種が上昇しまし

た。一方で、アジア鋼材市況の下落による業績への影響が懸念された鉄鋼など3業種が下落しました。

（月次改訂）

2023年5月

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

○ 月間の基準価額の騰落率は1.68％の上昇となりました。保有銘柄のうち、サービス業株、化学株、輸送用機器株など
の値下がりがマイナスに影響した一方、建設業株、医薬品株、電気機器株などの値上がりがプラスに寄与しました。
○ 個別銘柄の売買については、設備投資負担の増加による業績への影響などを懸念した電気機器株などを売却した一
方、事業ポートフォリオの見直しなどを背景に業績成長や資本効率の向上が期待できると判断した小売業株などを買い
付けしました。
○ 株式部分における配分比率は、最高益達成企業が69.0％、ポテンシャル企業が31.0％となりました。

○ 今後の投資環境
日本経済は、堅調な動きを継続しています。3月調査の日銀短観の業況判断は製造業で悪化、非製造業で改善となりま

したが、2023年度の設備投資計画は堅調な見通しとなりました。1-3月期の訪日外国人旅行消費額は1人当たり旅行支出
が大きく伸びたことなどを背景に2019年の同期比で-11.9％まで回復しました。3月の消費者物価指数（除く生鮮食品）は
前年同月比+3.1％と前月からほぼ横ばいとなりましたが、その中でも食料及びエネルギーを除くコア・インフレ率は同
+2.3％と前月の+2.1％から上昇しており、今後も賃上げのサービス価格転嫁の影響を受ける可能性があります。当社で
は、日本の2023年の実質GDP（国内総生産）成長率は前年比+1.3％と予想しています。

2023年度国内企業の予想経常利益は、前年度比2.1％増（野村證券金融経済研究所予想によるRussell/Nomura Large 

Cap[除く金融]、4月28日時点）、2024年度は同7.3％増（同上）と連続増益となることが予想されています。依然先行きには

不透明感があるものの、景気と企業業績に対する回復期待が高まるにつれて株式市場は緩やかに上昇すると見ていま

す。

○ 運用方針
東京株式市場は、世界景気の先行き見通しに一喜一憂する展開が続いています。経済活動の正常化が見込まれる中

国経済は回復が期待される一方、欧米の金融引き締めや信用不安による景気悪化が懸念されており、景気の先行きには
引き続き注意が必要です。このような環境下では企業の経営環境に新たな変化が生じることが想定され、経営環境の変化
に対応可能と考えられる企業に注目しています。組み入れにあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更
新していくことが期待される銘柄の中から、業績動向に加え、競争力の持続性および経営方針、ESG（環境、社会、企業
統治）への取り組みなどを踏まえて銘柄選択を行なっていく方針です。

マンスリーレポート

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員
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組入上位10銘柄の解説

※　「最高益達成企業」は過去10事業年度において5事業年度以上で経常利益が最高益を更新した銘柄をいい、

      「ポテンシャル企業」は今後の決算において経常利益が最高益を更新し、「最高益達成企業」となることが期待できる銘柄をいいます。

  　 「最高益更新回数」は、過去10事業年度での最高益更新回数です。当該分類及び当該回数は2022年5月末時点のものです。年1回程度見直します。

（出所）「組入銘柄解説/ESG視点から見た中長期的な業績拡大につながる競争優位性のポイント」は、各社ホームページ等の情報に基づき

野村アセットマネジメントが作成しています。

（注）当資料はファンドの上位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。

野村日本最高益更新企業ファンド
愛称：自己ベスト

2023年4月28日 現在

（月次改訂）

マンスリーレポート

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

2023年5月

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

追加型投信／国内／株式

1 中外製薬
最高益達成企業

（5回）

リウマチ治療薬「アクテムラ」や血友病A治療薬「ヘムライブラ」などに用いられる抗体医薬創製技術などの高
い創薬技術力や、戦略的提携先であるロシュ・グループ（以下、ロシュ）との協働による強固な経営基盤を強
みとする大手製薬企業。
同社は戦略的提携によりロシュからの導入品を国内販売でき、それによって抗体医薬創製技術などの強化
やアンメットメディカルニーズ（有効な治療法のない疾患に対する医療ニーズ）に対応するための革新性の高
い自社創製品開発に注力できる。またロシュのグローバル販売網を活用することで、自社創製品を迅速かつ
効率的にグローバル展開することを可能にした。経営効率の向上や医療ニーズへの対応という価値創造を
実現できる、強固なビジネスモデルに優位性があると考えている。温室効果ガス削減目標がパリ協定に整合
する水準としてSBT（Science Based Targets）認定を取得しており、地球環境に対する先進的な取り組みも評
価されている。

2 ソニーグループ
ポテンシャル企業

（3回）

「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」ことをパーパス（企業の存在意義）として掲
げ、それを実現するためにゲーム・音楽・映画などのコンテンツや、それを顧客に届けるデバイス・空間を提
供する、複合的エンタテインメント企業。
AI（人工知能）の活用や社員への柔軟な働き方などを提供することで、創造的で多様な「個」の能力の発揮に
つながり、DTC（Direct-to-Consumer）サービスやコンテンツIP（知的財産）の強化による持続的な成長を志
向している。また環境負荷削減への責任として2030年までに再生可能エネルギー化100％、2040年にはカー
ボンニュートラル実現など意欲的な目標（従来目標を10年前倒し）を掲げるほか、提供する環境ソリューショ
ンを通じて地球環境向上に貢献する方針を明示している。これらの一貫した、規律ある行動を背景として、同
社が持続的な社会価値や経済価値を創出することに期待。

3
アサヒグループホール
ディングス

最高益達成企業
（7回）

酒類、飲料、食品などの分野での高付加価値なブランドをグローバルマネジメント体制に基づいて国内外に
展開することで、「持続力を備えた稼ぐ力」の確立を目指す。
具体的な取り組みとして、同社の独自価値を生み出すバリューチェーンの高度化が挙げられる。研究・開発
においては、技術の融合から低アルコール・ノンアルコール商品などの健康志向をとらえた新たな付加価値
製品の創出に取り組むとともに、それらの健康志向製品の拡大や未成年者飲酒防止などの啓発活動をマー
ケティング・販売面で注力する。調達では、サプライチェーン（供給網）における人権リスクの特定と人権リスク
発生の防止に努めるほか、サプライヤーネットワーク拡大による調達コスト低減や原料調達の安定化にも取
り組む。さらに生産・物流面では、各工程における最適化によって生産・物流体制の効率化につなげることで
環境負荷の低減や製品品質の向上に注力する。同社の高い経営執行力によって、これらの取り組みがさら
なる業績成長につながることに期待。

4 富士通
ポテンシャル企業

（3回）

ITサービスで国内トップクラスであり、長年培ったデジタルテクノロジーへの知見と多くのサービスを融合する
ことで、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」をパーパスに掲げ
る。
同社の事業活動は、製造業におけるAIを活用した生産プロセス効率化や品質管理レベルの向上、スーパー
コンピュータ「富岳」を生み出した高いコンピューティング技術を用いた、難解な組み合わせ最適化問題の解
決やデータセキュリティ向上への取り組みなど多岐にわたる。DX（デジタルトランスフォーメーション）推進を通
じた、社会課題の解決と事業領域・事業規模の拡大を目指す。この背景には取締役会議長、指名・報酬委
員会の委員長のいずれも独立社外取締役が務め、経営プロセスの透明性や業務執行の監督が行き届く
コーポレートガバナンス（企業統治）体制があると見ている。今後非注力分野から強みのある分野への事業
集中による、さらなる成長に期待。

5 ベクトル
最高益達成企業

（8回）

企業のマーケティング活動にPR（公衆の理解と支持を得るための広報活動）を活用することに加え、IT技術
の活用によりニュース配信や動画広告などに事業展開。コンテンツの拡充・ノウハウの蓄積によって低コスト
でスピーディーなサービス提供を可能にした、「モノを広める」アプローチが強み。
同社は女性従業員比率が過半、管理職に占める女性比率が約4割となっている点や、人材育成に特徴があ
る。女性の社会進出が一層進むことで女性に主眼を置いたPR・広告の重要性はさらに高まると見られ、社会
情勢に適応した経営リソースの配分に優位性があると考えている。また新規事業を継続的に創出するには
人材育成が欠かせず、同社の人的資本の活用が事業領域拡大に貢献していると評価している。同社の事業
に「SDGs（持続可能な開発目標）/ESG（環境・社会・企業統治）コンサルティング」があり、同社の「モノを広め
る」強みと、産学連携によるプラットフォーム開発を組み合わせることで、企業の社会課題解決に向けた取り
組みを支援している点なども評価。

組入銘柄
最高益達成企業/
ポテンシャル企業

（最高益更新回数）※

組入銘柄解説/
ESG視点から見た中長期的な業績拡大につながる競争優位性のポイント
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組入上位10銘柄の解説

※　「最高益達成企業」は過去10事業年度において5事業年度以上で経常利益が最高益を更新した銘柄をいい、

      「ポテンシャル企業」は今後の決算において経常利益が最高益を更新し、「最高益達成企業」となることが期待できる銘柄をいいます。

  　 「最高益更新回数」は、過去10事業年度での最高益更新回数です。当該分類及び当該回数は2022年5月末時点のものです。年1回程度見直します。

（出所）「組入銘柄解説/ESG視点から見た中長期的な業績拡大につながる競争優位性のポイント」は、各社ホームページ等の情報に基づき

野村アセットマネジメントが作成しています。

（注）当資料はファンドの上位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。

野村日本最高益更新企業ファンド
愛称：自己ベスト

2023年4月28日 現在

（月次改訂）

マンスリーレポート

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド

の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって

は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

2023年5月

◆設定・運用は

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

追加型投信／国内／株式

6 日油
最高益達成企業

（8回）

油脂化学を軸として多くの要素技術を融合することで、幅広い分野で新製品を創出する研究開発型化学メー
カー。自動車やエアコン向けの産業用途や化粧品原料、医薬品原料など、ニッチで高品質・高採算な製品を
展開する。
主要製品にはクロムなどの有害物質を含まない自動車用防錆処理剤や代替フロン冷媒用冷凍機油、大気
汚染物質の付着抑制や高い保湿性能を持つ高機能化粧品原料、抗体・核酸医薬品などを効率的に運搬す
るDDS（薬物送達システム）原料などがある。これは、同社の強みである研究開発において先端技術の研究
や顧客ニーズを満たす製品開発はもちろん、リサイクル化や省エネ化に貢献したり、生分解性を持つ環境対
応型製品を生み出す「レスポンシブル・ケア」にも注力するためと考えている。環境に優しい産業用化学品、
生活の質を高める日用品原料、医薬品の効果を高める医薬品原料といった、社会課題の解決に役立つ製
品創出による今後の業績拡大に期待。

7
東京海上ホールディング
ス

最高益達成企業
（7回）

M&A（企業の合併・買収）を積極的に活用したグローバル展開や社会ニーズの変化をとらえた市場創造によ
る事業領域拡大、国内外での収益性の改善などを通じ、中長期的に修正純利益の成長性や修正ROE（自己
資本利益率）水準などの観点で損害保険会社として世界トップクラスを目指す。
保険業界は不測の事態への備えを提供していることから、社会環境の変化に対応しながらもリスクを適切に
管理・分散することが求められるが、同社は国内外における広範な顧客基盤を活用した顧客ニーズの迅速
な察知と課題解決につながる商品開発、リスク・資本・利益の関係性に基づいた適切な資本配分などを行な
うことによって実現。同社の業績拡大と、防災・減災への取り組みや再生可能エネルギー普及の支援などの
社会課題解決を両立させる重要な経営基盤だととらえている。またM&Aでは厳格な基準を定めて効率的なリ
スク分散とシナジー創出を目指し、高い買収実績を示してきたことも同社の優位性につながっている。

8 日本新薬
最高益達成企業

（9回）

4つの疾患領域（泌尿器科、血液内科、難病・希少疾患、婦人科）中心に、自社創薬に取り組む。特に肺動脈
性肺高血圧症治療薬「ウプトラビ」などの難病・希少疾患向けに強みがあるが、筋ジストロフィー治療薬「ビル
デプソ」に代表される核酸医薬品の貢献により一層の拡大が期待される。
DNAやRNAといった遺伝子情報を司る物質「核酸」を用いた核酸医薬品が近年注目されているが、同社は20
年以上にわたる地道な研究開発によって国産初となる核酸医薬品「ビルテプソ」の創薬に成功した。この長
期的な研究開発による同社の核酸医薬品開発における知見や技術といった知的資本の蓄積がさらなる核酸
医薬品パイプラインの拡充につながることで、今後もアンメットメディカルニーズに対応できると考えている。ま
た上述の「ウプトラビ」はジョンソン・エンド・ジョンソン社との提携によって現在60ヵ国以上で承認されており、
グローバル・パートナーシップの活用が自社創薬品のグローバル展開につながっている。

9 豊田通商
ポテンシャル企業

（4回）

「人・社会・地球との共存共栄を図り、豊かな社会づくりに貢献する価値創造企業を目指す」という経営理念を
掲げ、カーボンニュートラルやサーキュラーエコノミー（循環型経済）への貢献を目指す。
同社は社会課題や環境課題の解決につながる4つの事業戦略に注力。具体的には、①EV（電気自動車）な
どの次世代自動車に必要不可欠な電池の原料となるリチウムなどの安定確保および水酸化リチウムの製
造・販売を行なうネクストモビリティ戦略、②ユーラスエナジーホールディングスなどを通じてグローバルに電
力バリューチェーンへの投資を行ない、安定・安価なエネルギーを供給する再生可能エネルギー戦略、③ア
フリカでの自動車販売や医薬品卸・販売を行なうアフリカ戦略、④使用済みバッテリーやプラスチックのリサ
イクルなどを手掛ける循環型静脈事業戦略。今後電池サプライチェーンという「産業インフラ」の構築、「気候
変動への具体的な対策」への取り組みなどを通じた中長期的な事業機会の創出や、さらなる業績拡大に期
待。

10
セブン＆アイ・ホールディ
ングス

最高益達成企業
（8回）

国内外のコンビニエンスストア（CVS）事業を中核として総合スーパーや専門店、外食、金融などの多様な事
業を展開する、グローバル流通グループ。長期的に「食」を中心とした世界トップクラスのリテールグループへ
の成長を目指し、事業ポートフォリオの見直しや最適運営も含めた戦略的な対応に着手している。
同社の取り組みの中でも国内外でのCVS事業の連携による海外成長の加速、プライベートブランド（PB)や物
流・配送施策などを融合した国内リテール事業の競争優位性強化による、中長期的な経営効率の向上や業
績成長に注目している。また事業ポートフォリオの見直しによって収益性とキャッシュフロー（現金収支）創出
力の向上を図るとともに、株主還元強化も視野に入れた中期的な資本効率性の向上に取り組もうとする姿勢
も評価しており、今後の改善に期待している。このほかにも脱炭素、プラスチック対策、食品ロス対策などの
環境負荷低減に向けた積極的な取り組みについても評価。

組入銘柄
最高益達成企業/
ポテンシャル企業

（最高益更新回数）※

組入銘柄解説/
ESG視点から見た中長期的な業績拡大につながる競争優位性のポイント
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ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド
の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、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。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたって
は、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

投資リスク

ファンドは、株式等を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務
状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資する場合に
は、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様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、損失が生じ
ることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

(月次改訂）

ファンドの特色

野村日本最高益更新企業ファンド
愛称：自己ベスト

2023年4月28日

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員

一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

【お申込メモ】 【当ファンドに係る費用】

●信託期間 2028年7月27日まで（2018年7月24日設定） ◆ご購入時手数料 ご購入価額に3.3％（税抜3.0％）以内で販売会社が独自に

●決算日および 年2回の決算時（原則1月および7月の27日。休業日の場合は 定める率を乗じて得た額
　 収益分配 翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。
●ご購入価額 ご購入申込日の基準価額 ◆運用管理費用 ファンドの純資産総額に年1.595％（税抜年1.45％）の率を乗じて
●ご購入単位 1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円） 　 （信託報酬） 得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。

または1万円以上1円単位 ◆その他の費用・ 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、
（ご購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が 　 手数料 外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う
再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原則、 ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が
ご購入後にご購入コースの変更はできません。） お客様の保有期間中、その都度かかります。
※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によって異なる場合があります。 ※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に

●ご換金価額 ご換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 料率・上限額等を示すことができません。
●課税関係 個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時 ◆信託財産留保額 1万口につき基準価額に0.3％の率を乗じて得た額

および償還時の譲渡益に対して課税されます。ただし、少額 　 （ご換金時）
投資非課税制度などを利用した場合には課税されません。 上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に
なお、税法が改正された場合などには、内容が変更になる 応じて異なりますので、表示することができません。
場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

追加型投信／国内／株式マンスリーレポート

ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。
野村アセットマネジメント株式会社

☆サポートダイヤル☆ 0120-753104 （フリーダイヤル）
＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時

☆インターネットホームページ☆ http://www.nomura-am.co.jp/

＜委託会社＞ 野村アセットマネジメント株式会社

［ファンドの運用の指図を行なう者］

＜受託会社＞ 野村信託銀行株式会社

［ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

≪分配金に関する留意点≫
●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、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの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唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
決算日の基準価額と比べて下落することになります。
●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に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。

◆設定・運用は

●信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
●わが国の株式を主要投資対象とします。
●株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析

に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行ない、投資候補銘柄を選定します。
◆当ファンドにおいて「最高益を更新してきた銘柄」は、過去10事業年度において5事業年度以上で経常利益が最高益を更新した銘柄をいい、「最高益を更新していく

ことが期待される銘柄」は、今後の決算において経常利益が最高益を更新し、「最高益を更新してきた銘柄」となることが期待できる銘柄をいいます。

・経常利益の最高益は委託会社が信頼できると判断したデータに基づきます。また、該当銘柄数が減少した場合は、更新事業年度数を見直す可能性があります。

●ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESG※への取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性
等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定します。
※ESGとはEnvironment（環境）、Social（社会）およびCorporate Governance（企業統治）の総称です。

●株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
●原則、毎年1月および7月の27日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。

分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
＊ 委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

野村日本最高益更新企業ファンド
愛称：自己ベスト

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

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

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○
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