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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）」は、
2000年9月28日の設定からおかげさまで20周年を迎えました。
平素より、あすのはねをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

過去２０年間のあすのはねの運用について、ファンドマネジャーのメッセージをお伝えします。

投資家の皆さまへ

速水 禎
リサーチ運用部

ESG運用グループ チーフ
兼 チーフ ファンドマネジャー

ファンド名称にある「SRI」とは、Socially Responsible Investment

の略で、一般的には投資の際に財務的な要素だけでなく、社会や環
境の側面を考慮する投資手法と言われています。また「社会貢献
ファンド」という名称は、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するという、ファンドの投
資哲学を示しています。

ファンドを設定した2000年9月当時、こうした考えをもつファンドは
国内の投資信託の中では大変稀な存在でした。もっぱら株主の視
点から調査・分析し投資することが常識とされていた中にあって、私
たちはむしろ長期的な運用成果を高めるために、あえて「SRI社会
貢献ファンド」という概念を打ち立てファンドを設定し運用を開始し
ました。

以来20年間にわたり、環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業
倫理・法令遵守など、企業のステークホルダーの視点から調査・分
析・評価を行い、さらに経営理念、経営戦略および事業活動などに
ついて調査・分析を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれ
る企業への投資を続けて参りました。その間、2001年の世界同時
多発テロ、2008年のリーマンショック、2011年の東日本震災、
2015年のチャイナショック、そして2020年の新型コロナウィルス感
染拡大など様々な出来事を経験しましたが、私たちは常に社会に貢
献する企業の株式に投資するという一貫した投資哲学のもと、運用
して参りました。

2015年のパリ協定や国連SDGsの採択などを経て、世界各国が気
候変動やグローバルでの社会的課題の解決に取り組む機運が高ま
る中、企業がビジネスを通じて社会に貢献すること、そして投資家が
それを応援していくことは、今や投資の常識に変わりつつあります。
私たちはこれまでに培ってきた知識や経験そして実績を踏まえ、今ま
で以上に投資先のサスティナビリティを見極める能力を高め、受益
者の皆様のご期待にお応えするべく研鑽を重ねて参る所存でありま
す。今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。

リサーチ運用部ESG運用グループ
チーフ兼チーフファンドマネジャー 速水 禎

2020年9月28日作成
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将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
上記グラフ数値及びコメントは過去の実績等であり、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。

あすのはねの設定来の運用実績とSRI・ESG投資の主な出来事

お申込みに当たっては、必ず「投資信託説明書
(交付目論見書）」をご覧ください。

当ファンドの取扱い販売会社は巻末の販売会社一覧
をご覧ください。

■ 設定・運用

商号等 ／ 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

※参考指数はTOPIXで、参考として掲載しています。 ※基準価額（税引前分配金再投資ベース）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。
換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。 ※基準価額は信託報酬控除後です。 ※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。

ご参考資料

（期間：2000年9月28日～2020年9月25日）

あすのはねの組入上位4銘柄紹介（2020年8月末現在）

朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

ダイキン工業（6367）
【会社概要】
空調・冷凍機及び化学製品を製造、販売する。

【着眼点】
 新興国の経済発展による空調機器の長期的な需要増加の恩恵を享受。

 暑い地域での快適な生活や労働環境と暮らしの質向上に貢献。

 当社製品から生じる温室効果ガスの排出削減に加え、建物と一体となった省エ
ネ、再生可能エネルギーの効率的運用などを推進。

株価推移（2015年9月末～2020年8月末）

アイカ工業（4206）
【会社概要】
化成品、建装材、住器建材の製造及び販売を行う。

【着眼点】
 主力製品のメラミン化粧板市場で国内7 割のシェア。長年培った技術を活用し

て、省資源と職人不足を解決する機能を製品の付加価値としてきたことを評価。

 高い配当性向、原油価格の影響を受けにくい強固な財務体質、高水準なガバナン
スから、企業価値の持続的な成長を期待。

株価推移（2015年9月末～2020年8月末）

ニトリホールディングス（9843）
【会社概要】
主に家具･インテリア用品の販売事業を行う。

【着眼点】
 物流やシステム設計・開発業務などを内部化する自前のSPA（製造小売業）を構

築し、コストダウンと品質向上を高めると同時に、業務改革するスキルを持つ人
材の育成につなげる。

株価推移（2015年9月末～2020年8月末）

プレステージ・インターナショナル（4290）
【会社概要】
ロードアシスト事業、プロパティアシスト事業、インシュアランスビジネス・プロセス・
アウトソーシング(BPO)事業、ワランティ事業、情報技術(IT)ソリューション事業、
カスタマーサポート事業及び派遣・その他事業を展開。

【着眼点】
 地方拠点（秋田県・山形県・富山県）で女性を積極採用し、良質な職場環境により

離職を抑制しつつ、充実した教育体制で業務スキルを向上。
 高いオペレータースキルが必要な事故時の対応や現場サービスまで行う。

株価推移（2015年9月末～2020年8月末）
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※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。
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（円）

1999年2月
アナン国連事務総長（当時）が持
続可能な成長を実現するための
世界的な枠組み作りとして、「グ
ローバル・コンパクト」を提唱

2006年4月
国連主導で投資の意思決定
プロセスにESGの課題を組
み込む「責任投資原則（PRI）」
を公表

2015年9月
国連が2030年までに持
続可能でよりより世界を
目指すために、「SDGｓ」を
採択

2015年9月
年金積立金管理運用独立行政
法人（GPIF）がPRIに署名。
その後、株式を対象にした
「ESG指数」を採用し、運用を
開始（２０１７年～）



購入単位 販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の基準価額

換金単位 販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。

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。

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）

収益分配 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。

課税関係
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。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

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。

≪ ファンドの基準価額の主な変動要因 ≫ 株価変動リスク、信用リスクなど

≪ その他の留意点 ≫ 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。
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。

※ 詳しくは、｢投資信託説明書（交付目論見書）｣をご覧ください。

《お申込みメモ》

《ファンドの費用》

《当ファンドの投資リスクについて》

《ファンドの特色》

 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。

 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。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。

 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。

・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。

◆ 投資者が直接的に負担する費用
• お申込手数料 ： 購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額
※ 詳しくは販売会社へお問い合わせください。
• 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

◆ 投資者が信託財産で間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。

• 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

※ ファンドの費用（手数料等）の合計額については、投資者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。

朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）
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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、勧誘を目的としたものではありませ
ん。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動しま
す。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■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。■ファンドの取得の申し込みにあたっては、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。

《販売会社一覧》

※（*）の販売会社は、取次販売会社です。

※上記の販売会社は2020年8月末時点の情報であり、今後変更となる場合があります。

①投資信託説明書（交付目論見書）の提供、受益権の募集の取扱い、解約請求の受付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。

②解約請求の受付け、収益分配金、償還金、解約代金の支払い等を行います。（受益権の募集の取扱いは行いません。）

朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド（愛称：あすのはね）

販売会社名 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

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号 ○ ○
あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○
安藤証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第1号 ○
池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○
auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○
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 ○ ○ ○
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 ○ ○ ○
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 ○ ○ ○
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 ○ ○
立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第110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 ○ ○ ○
内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○ ○
日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第131号 ○ ○
広田証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第33号 ○
フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152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 ○ ○ ○
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 ○ ○
むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105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 ○ ○ ○ ○
リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ○
オリックス銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第11号 ○
株式会社ジャパンネット銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第624号 ○ ○
スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長（登金）第8号 ○
北海道労働金庫（*） 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第38号

東北労働金庫（*） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号

中央労働金庫（*） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第259号

新潟県労働金庫（*） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第267号

長野県労働金庫（*） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第268号

静岡県労働金庫（*） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号

北陸労働金庫（*） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第36号

東海労働金庫（*） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第70号

近畿労働金庫（*） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第90号

中国労働金庫（*） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第53号

四国労働金庫（*） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第26号

九州労働金庫（*） 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第39号

沖縄県労働金庫（*） 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第8号

販売会社名 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

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○
みずほ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○
株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号 ○ ○
株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○
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