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 本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が、当ファンドの運用の内容やリスク等
を説明するために作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。

 ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、
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、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。信託財産に生じた利益および損
失は、すべて投資者に帰属します。

 本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正
確性や完全性をお約束するものではありません。

 本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではあり
ません。本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。

 本資料中の投資事例で紹介している個別銘柄は、当ファンドが組入れた銘柄であり、特定の銘柄の売買
取引を推奨するものではありません。

 ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますの
で、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

 当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払い
の対象にはなりません。
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朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

3. 信託報酬の一部を社会的課題に取り組む団体に寄付します

2. 個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います

国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の
株式に投資します。投資先の企業価値の向上は、中長期的な投資リターンの拡大にとって最も重要な要素であると
考えます。

また、持続的な企業価値の向上は、投資家だけでなく当該企業や顧客や従業員などすべてのステークホルダー*に
とって利益になると考えています。 *企業の意思決定によって様々な影響を受ける利害関係者のことをいいます。

寄付*の金額は、ファンドの日々の純資産総額に応じて年0.1～0.2％の率を乗じて得た額とします。
*寄付先や寄付金額の具体的内容については、 運用報告書等において開示しています。

中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、価値の成熟と株価の上昇を待つ運用を行います。

～株価と価値のイメージ～
企業価値の向上

株価

①価値ある銘柄を安く買う

③売却
（ギャップ解消）

②企業価値と実際の株価のギャップが解消するのを待つ

3～5年程度を想定
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1. ビジネスを通じて社会に貢献する企業の株式に投資します



朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

日本での動き

注目されたきっかけ

そもそもSRIとは

注目されたきっかけは、2006年に国連が提唱したPRI（Principles for Responsible Investment：責任投資原則）です。
これは機関投資家が中長期的な投資成果向上のため、行うべき投資行動に関する考え方を宣言した原則です。

PRIは法的な拘束力を持たない原則ですが、PRIに沿ったESG投資について、世界中の多くの機関投資家が自発
的に署名し、投資活動を行っています。

SRI とは、Socially Responsible Investment（社会的責任投資）の略で、一般的には、「投資の際に社会や環境の側面
も考慮する投資手法」と言われています。現在はＥＳＧ*の課題を考慮する責任投資という姿に進化しつつあります。
このＳＲＩとＥＳＧ投資の両者の間に明確な線引きはなく、さまざまな解釈がなされています。

*環境（Environment）・社会（Social）・企業統治（Governance）

日本では、こうした流れを受けて、2014年2月に金融庁が「日本版スチュワードシップ・コード」を、東京証券取引所
が2015年6月に「コーポレートガバナンス・コード」をそれぞれ発表しました。

また、2015年9月には、世界最大の年金基金である「年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）」がPRIに署名
したことで、日本でも大きな注目を集めるようになりました。

3
※詳細については、本資料10ページをご参照ください。



朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

1. 国内上場株式を主要投資対象

2. 調査対象企業の選定
ビジネスを通じて社会に貢献する企業を選定します。

3. 企業価値分析
経営理念、経営戦略および事業活動などについて調査・企業価値分析

を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業を選定します。

4. 企業価値算出
株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価
を行い、本来の企業価値を算出のうえ組入銘柄を決定します。

5. 組入銘柄の決定、ポートフォリオの構築

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。

社会貢献度調査

環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、
企業倫理・法令遵守など、企業の利害
関係者（取引先・顧客・従業員等）の視
点から調査・分析・評価を行います。
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朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

格付けの付与

企業の収益力の要素分解

B A A

C B A

C C B

高

←

事
業
の
魅
力
度

→

低

劣 ← 競争優位性 → 優

企業価値は、将来の収益力を反映したものと考え、事業の魅力度（縦軸）・競争優位性（横軸）、

2つの要素によって決定されると考えています。

財務的要素に加えて、
・環境（ Environment ）
・社会（ Social ）
・企業統治（ Governance ）
といった非財務的要素を統合した分析を行い、
事業の魅力度を見極め、競争優位性の源泉をつかみます。

両者についてマトリックス評価（左図）を行い、
A・B・Cの格付けを付与します。

投資対象となる銘柄の格付けは？

A銘柄を中心に投資を行います。 A銘柄は、儲けやす
い業界の中でも、競争相手に勝ち続ける優位性を
持った、いわゆる「勝ち組」と判断した企業です。

競争相手に勝ち続ける仕組みは何か

儲
か
る
業
界
な
の
か

企業価値分析

5
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。



朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

実態的なガバナンスの構造

優れた

リスク

マネジメント

必要十分な株主還元

資本効率（ROIC）の

維持・向上
良好な業界特性と高い競争優位性
を反映しているか？

持続的に株主に報いる姿勢はあるか？

資本効率（ROIC）等の水準を低下させないように、
将来のリスク要因に適切な対応をしているか？

※ROIC： 投下資本利益率 = （ 税引き後営業利益 ） ÷ （ 運転資本 ＋ 有形・無形固定資産 ）

 コーポレートガバナンスは、企業価値の持続的な成長と同時に、株価の上昇の鍵を握る重要な
要素と考えます。

 特に実態的なガバナンスを重視し、 ①資本効率（ROIC※)、②株主還元、③リスクマネジメント
について分析を行い、株主と経営の利害が一致していることを確かめます。

6
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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企業価値分析

国内戸建て住宅メーカー大手の一角です。自由設計を実現する技術力、
全国をカバーする施工力、累積250万戸の供給実績と顧客基盤に特徴
があります。ゼロエネルギー住宅（ZEH）では国内トップの実績を有し、
賃貸住宅や分譲マンション、米国など海外に展開することで、脱炭素社
会の実現に貢献しています。

市場：プライム 業種：建設業

ZEHの普及と差別化戦略が有効な戸建て市場

事業の
魅力度

（中）

 国内戸建て市場は縮小傾向にあるもののZEHの普
及が促進、米国戸建て市場は拡大傾向。

 日米市場ともに大手ハウスメーカー市場シェアは低
水準。収益性で圧倒的な格差を生み出せない細分
化された市場。

 特定の地域やセグメントにフォーカスした差別化、も
しくはローコストオペレーション戦略が有効な選択肢。

（ガバナンスの評価）
 代表取締役の70歳定年制、女性社外取締役の登用、取締役会

の活性化など、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進。
 資産回転率に対するマネジメント意識が高く、開発型事業が増え

る中でも資本効率（ROIC）は一定水準を確保。
 ZEHの販売拡大による収益機会や、持続可能な木材調達による

リスク低減など、ESG経営を積極推進。

ZEHの豊富な実績と顧客基盤からの安定収入

競争
優位性

（優）

 小型太陽光パネル、高い断熱性能、自由度の高い
設計力などで、オーナー満足度の高いZEHを提供
できる技術力。

 戸建住宅に占める当社のZEH比率は9２％（202１
年度実績、日本全体1７％）。賃貸住宅や分譲マン
ションでもZEH実績を確保。

 100％子会社の積和建設での約4,000名の充実し
た施工力。

 累積25４万棟（105万施主）の顧客基盤と安定した
ストック型収入。

7※出所：リフィニティブのデータを基に当社にて作成
※データ期間：2017年10月末～2022年10月末（月次） ※上記個別銘柄は、当ファンドが組入れた銘柄の紹介であり、特定の銘柄の売買取引を推奨するものではありません。

格付け
（企業価値評価）

A

事
業
の
魅
力
度

競争優位性

B A A

C B A

C C B
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企業価値分析

産業廃棄物処理事業（中間処理）での国内大手です。工場から排出さ
れる廃油・廃液など液状廃棄物を処理費用とともに受入れ、焼却・埋立て
を極力減らし、リサイクル処理した再生油を販売するビジネスモデルです。
全国6事業所で全国の工場集積地をカバーしています。

市場：プライム 業種：サービス業

業界の集約（大規模化）による経営効率改善の余地が大きい

事業の
魅力度

（中）

 国内の産業廃棄物の総排出量は3.8億㌧前後で 微減
傾向。埋立て処分が減少し再生利用率(50％)が上昇傾
向。

 中間処理施設数（全国1.9万カ所）は2004年をピークに
減少。市場の成熟、許可取得難、後継者問題などで今後
撤退が進む。

 中小零細企業主体の業界で集約（大規模化）による経営
効率改善の余地が大きいビジネス。

（ガバナンスの評価）
 監査等委員会設置会社で、取締役6名のうち半数が独立社外取

締役の構成。
 単体で行う産業廃棄物処理を中心に、リサイクル事業でグルー

プを形成。高度な処理技術とリサイクル率によって高収益性を維
持する。

 環境規制の強化を追い風に資本効率を維持しながら成長できる
ガバナンスを構築。

高度な処理技術とリサイクル処理、上場企業としての信用力も強み

競争
優位性

（優）

◆受け入れた廃油・廃液等の約９割をリサイクルして
おり、リサイクル処理を委託した顧客は事業から出る
廃棄物による温室効果ガス排出量（スコープ３カテ
ゴリ５）をゼロとして算定できる。
◆当社の再生燃料は、廃棄物からリサイクルされた燃料
に区分されるため、エネルギー起源の排出量から控除
して報告することができる。そのため、顧客の情報開
示強化も追い風。
◆法令遵守の徹底、積極的な情報開示姿勢、上場企業と
しての信用力も強み。

8※出所：リフィニティブのデータを基に当社にて作成。
※データ期間：2017年10月末～2022年10月末（月次） ※上記個別銘柄は、当ファンドが組入れた銘柄の紹介であり、特定の銘柄の売買取引を推奨するものではありません。

格付け
（企業価値評価）

A

事
業
の
魅
力
度

競争優位性

B A A

C B A

C C B
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• アフターケア相談所 ゆずりは（社会福祉法人 子供の家）
• 認定特定非営利活動法人 キッズドア
• 社会福祉法人 子どもの虐待防止センター
• 認定特定非営利活動法人 自然環境復元協会
• 特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協会
• 認定特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ
• 特定非営利活動法人 モンキーマジック

※ 詳細は委託会社のホームページで確認することができます。

9

寄付先はどのように決めていますか？

年に1回、選定会議を開催し、決定しています。
選定基準は、社会福祉、医療・健康、教育、環境、児童
支援、女性支援分野等において活動する団体である
こと、情報開示に積極的であることなどがあります。

 寄付の金額は、ファンドの日々の純資産総額に応じて年0.1～0.2％の率を乗じて得た額とします。

 寄付先や寄付金額の具体的内容については、運用報告書等において開示しています。

第22期（決算日2022年9月20日）は、総額4,180,716円を、委託会社名で次の7団体※に寄付
いたしました。

注：上記の7団体は、第22期計算期間にかかる金額を寄付をさせていただいた団体で
あり、第23期計算期間以降については、上記の団体に寄付を行うとは限りません。
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【ご参考】 SRI・ESG投資の背景

1920年代 米国 宗教的・倫理的投資が起源
世の中に悪影響を与える企業に投資しない

1960年代～ SRIを活用した株主行動
世間の注目を集める

ＳＲＩ（社会的責任投資） 国連

1999年 「グローバル・コンパクト」提唱
（内容） 企業に対し、「人権」 「労働権」 「環境」「腐敗防止（2004年追加） 」を要請

2006年 「PRI（責任投資原則）」宣言
（内容） 投資の意思決定プロセスにESGの課題を組み込むことへの

コミットメント

日本では、、、
2014年 金融庁「日本版スチュワードシップ・コード」
2015年 東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」を発表

また、「年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）」がPRIに署名

エコファンド、SRIファンドの設定
（あすのはねの設定）

ESG（環境・社会・企業統治）の観点が
クローズアップ

※「ESG」という言葉が初めて使用される。

SRIの起源

SRIの実践

ESGの認知

ＳＲＩ・ESG投資
の普及

欧米中心にＳＲＩ・ＥＳＧ投資の拡大
運用資産残高約30.7兆ドル（うち日本は2.2兆ドル）

※出所:「Global Sustainable Investment Review」（2018）を基に、当社にて作成。

5,000以上の投資機関が署名 ※出所：ＰＲＩのHP参照
※2022年9月30日時点

2015年 「SDGs（持続可能な開発目標）」合意
（内容） 2030年までに達成する（取り組む）為に掲げた17の国際目標。

投資家

企業

企業

※当社で信頼できると判断した情報をもとに当社にて作成。
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基準価額・純資産総額の推移

収益分配金（税引前）

11

年度別リターン（騰落率）

設定来分配金実績（税引前）

8,780 円

※分配金は1万口当たりの金額で、直近5期分を掲載しています。
※分配金は過去の実績であり、将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

実績数値は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

※TOPIXはベンチマークではありませんが、参考までに掲載しています。 ※基準価額（税引前分配金再投資ベース）及び年度別リターン（騰落率）は信託報酬控除後であり、税引前分配金を
再投資したものとして計算しています。 ※基準価額は信託報酬控除後です。換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。 ※2022年度の年度別リターン（騰落率）は2022年３月末～
2022年１０月末まで。

基準価額設定来騰落率

税引前分配金再投資ベース

（2022年10月末基準）

＋98.6%

期間：2000年9月28日～2022年10月末

期 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

年月日 (18/9/20) (19/9/20) (20/9/23) (21/9/21) (22/9/20)

分配金（税引前） 560円 0円 90円 1,100円 0円

分配後基準価額 10,525円 9,336円 10,008円 10,068円 9,148円

（2000年度～2022年度）
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朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

2010年
格付投資情報センター「Ｒ＆Ｉファンド大賞2010」
投資信託部門 / 国内ＳＲＩファンド型 最優秀ファンド賞

（ご参考）評価機関による評価

12※上記評価は、過去一定期間の実績等の分析等に基づいた評価等であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

受賞歴

2011年
格付投資情報センター「Ｒ＆Ｉファンド大賞2011」
投資信託部門 / 国内ＳＲＩファンド型 最優秀ファンド賞

2012年
格付投資情報センター「Ｒ＆Ｉファンド大賞2012」
投資信託／国内ＳＲＩ・環境関連部門 最優秀ファンド賞

2013年
格付投資情報センター「Ｒ＆Ｉファンド大賞2013」
投資信託／国内SRI・環境関連部門 最優秀ファンド賞

2014年
格付投資情報センター「Ｒ＆Ｉファンド大賞2014」
投資信託／国内SRI・環境関連部門 最優秀ファンド賞

2016年
格付投資情報センター「Ｒ＆Ｉファンド大賞2016」
投資信託／国内SRI・環境関連部門 最優秀ファンド賞

2017年
格付投資情報センター「Ｒ＆Ｉファンド大賞2017」
投資信託／国内SRI・環境関連部門 最優秀ファンド賞

公益財団法人日本デザイン振興会 2017年度グッドデザイン賞

2018年
格付投資情報センター「Ｒ＆Ｉファンド大賞2018」
投資信託／国内 ESG 優秀ファンド賞

「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

グッドデザイン賞は、日本唯一の総合的なデザイン評価・推奨の運動です。今日では国内外の多くの
企業や団体などが参加する世界的なデザイン賞で、「Gマーク」は、すぐれたデザインを示すシンボル
として広く親しまれています。
グッドデザイン賞は、当ファンドのビジネスモデル等を含めたデザインを公益財団法人日本デザイン振
興会が評価するもので、当ファンドの運用実績等を評価するものでなく、また将来の運用実績等を示
俊・保証するものではありません。



① 株価変動リスク
企業の経営・財務状況の変化、国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて株価が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する
要因となります。ファンドが投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響
を及ぼすことがあります。

② 信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、それらの価格は下落し、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。

③流動性リスク

ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合
等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあ
ります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が
遅延する可能性があります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

• 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。
• 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、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
• 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、

当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、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
すものではありません。

• 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には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。

ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライアンス部門により行われています。また、リス
ク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善
される仕組みとなっています。
流動性リスクの管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、ファンドの組入資産のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証
などを行っています。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しています。

＜詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。＞
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基準価額の変動要因

その他の留意点

リスクの管理体制

■投資リスク
• ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、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、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
• 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。



購入時手数料 ０％
購入時の商品・投資環境の説明および情報提供、
ならびに購入にかかる事務手続き等の対価として販
売会社にお支払いいただきます。

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 －

■ファンドの費用

＜投資者が直接的に負担する費用＞

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に年1.958％（税抜1.78％）の率を乗じて得た額
※毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき

ファンドから支払われます。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

その他の費用・手数料

以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により
変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
・ ファンドの監査費用（ファンドの日々の純資産総額に年0.0055％（税抜

0.005%）の率を乗じて得た額。ただし年44万円（税抜40万円）を上限
とします。）

・ 有価証券売買時の売買委託手数料
・ 先物・オプション取引等に要する費用

監査費用＝監査法人等に支払うファンドの監査にか
かる費用
売買委託手数料＝有価証券等の売買の際に支払う
手数料

＜投資者が信託財産で間接的に負担する費用＞

投資信託には、お申込み及びご換金（解約）時にお客様に直接ご負担いただく費用と、投資信託の保有期間中に信託財産から間接的にご負担いただく費用と
の合計額がかかります。当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

■税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時期 項目 税金

分配時 所得税および地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％

換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※上記は2022年9月末現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など

から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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 ファンド名  朝日ライフ SRI社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

 商品分類  追加型投信/国内/株式

 購入価額  購入申込受付日の基準価額

 購入代金  販売会社が定める期日までにお支払いください。

 換金価額  換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額

 換金代金  原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目から支払います。

 換金制限  信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みを制限する場合があります。

 購入・換金申込受付の

 中止及び取消し

 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は、購入・換金申込みの受付けを中止すること、

 およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。

 申込締切時間  原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みとします。

 信託期間  無期限（ 設定日：2000年9月28日）

 繰上償還
 受益権の口数が当初設定口数の10分の1または10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるとき

 またはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。

 決算日  毎年9月20日（休業日の場合は翌営業日）

 年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

 ※収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資する

　　 コースを選択された場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。

 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。

 配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

 受託会社  株式会社りそな銀行

 朝日ライフ 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301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

 課税関係

 委託会社

 1万円以上1円単位

　1口以上1口単位

 購入単位

 換金単位

 収益分配


