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 当ファンドは、投資信託約款において、運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法に
よりご提供する旨を定めており、下記の手順で運用報告書（全体版）をダウンロードすることがで
きます。また、運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求され
る方は、販売会社までお問い合わせください。 
 
【ダウンロード方法】上記ホームページ→ファンド検索→ファンド名入力→ファンド詳細ページ→
運用レポート→運用報告書（全体版） 

ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考えに
基づいた見やすいデザインの文字を採用
しています。 

受益者の皆様へ 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ
ます。 
さて「ニッセイ健康応援ファンド」は、このた

び第11期の決算を行いました。 
当ファンドは、「ニッセイ健康応援マザーファ

ンド」受益証券への投資を通じて、実質的に国内
の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含
みます）されている株式の中から、独自の視点で
“健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり
人々の健康に貢献する企業に投資することによ
り、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標
に運用を行いました。ここに運用状況をご報告申
し上げます。 
今後ともいっそうのご愛顧を賜りますよう

お願い申し上げます。

 
第11期末（2018年８月20日） 

基準価額 12,490円 

純資産総額 138億円 

騰落率 16.0％ 

分配金 2,000円 
 
 

 
 

ニッセイ 
健康応援ファンド

追加型投信／国内／株式

 
交付運用報告書 

作成対象期間:2017年８月22日～2018年８月20日

第11期(決算日 2018年８月20日)
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運用経過 2017年８月22日～2018年８月20日  
基準価額等の推移

  
第11期首 12,495円 既払分配金 2,000円

第11期末 12,490円 騰落率（分配金再投資ベース） 16.0％
（注１） 税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的な

パフォーマンスを示すものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。 
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 
（注３） 当ファンドはベンチマークを設けていません。以下同じです。 
 
■基準価額の主な変動要因 
前期末以降、好調な世界景気を背景とした国内企業業績の拡大期待を受けて、１月下旬にかけて株価が上昇基

調となったことから、基準価額も同様の推移となりました。 
しかしその後は、米長期金利が上昇し、米株式市場が下落したことで世界的な株安となり国内株式市場が下落

したことから基準価額も下落しました。４月以降は、堅調な国内企業業績が株価を下支えする一方で、米国の利
上げ加速への警戒感やトランプ米大統領の通商政策による米中貿易摩擦が世界経済の減速につながることへの懸
念等が上値を抑えるかたちとなり、株価がボックス圏で推移したことから、基準価額もほぼ同様の動きとなりま
した。   
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１万口当たりの費用明細 
 

項目 
第11期 

項目の概要 
金額 比率 

信託報酬 230 円 1.578％
信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率× 

期中の日数  

年間の日数  

   期中の平均基準価額は14,589円です。 

（投信会社） (110 ) (0.754) ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価 

（販売会社） (110 ) (0.754) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
管理および事務手続き等の対価 

（受託会社） ( 10 ) (0.070) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価 

売買委託手数料 23  0.159 
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 
売買委託手数料：有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料（株式） ( 23 ) (0.155) 

（先物・オプション） ( 1 ) (0.004) 

その他費用 1  0.007 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数 

（監査費用） ( 1 ) (0.005) 公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付け
られているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用 

（その他） ( 0 ) (0.002) ・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
諸費用 

・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替
金も含む）に発生する利息 

合計 254  1.743  
（注１） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算

出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、
このファンドに対応するものを含みます。 

（注２） 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。 
（注３） 比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四

捨五入しています。 
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最近５年間の基準価額等の推移

 
（注１） 税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用

の実質的なパフォーマンスを示すものであり、2013年８月20日の基準価額にあわせて再指数化しています。 
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課

税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

 

決算日 2013年
８月20日

2014年
８月20日

2015年
８月20日

2016年 
８月22日 

2017年 
８月21日 

2018年
８月20日

基準価額（分配落） (円) 13,282 13,865 15,134 11,960 12,495 12,490

期間分配金合計（税引前） (円) － 3,300 4,500 1,500 2,000 2,000

税引前分配金再投資基準価額の騰落率 (%) － 29.2 41.6 △11.1 21.2 16.0

参考指数騰落率 (%) － 16.0 29.3 △18.0 25.0 8.3

純資産総額 (百万円) 228 330 1,724 4,062 5,423 13,881

（注） 参考指数はＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）です。以下同じです。 
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国内株式市況 
 
 （ポイント） 【株価指数の推移】 （円）

 

（注）各指数はブルームバーグのデータを使用しています。 
 
当期の国内株式市場は、前期末以降、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測が強まったこ

とで米ドル高円安が進行したことや、衆議院解散総選挙の動きを受けて経済政策への期待が高まったことから
大幅に上昇し、10月に日経平均株価は過去最長となる16連騰を記録しました。 
その後も、世界景気や国内企業業績の拡大期待から一段高の展開となり、１月に日経平均株価は一時24,000

円台を回復しました。 
１月下旬以降は、ＦＲＢによる利上げ加速への懸念から米金利が急騰し、投資家のリスク回避姿勢が強まっ

たことで世界的な株安となり、米ドル安円高が進行したことから、株価は下落基調となりました。トランプ米
大統領の保護主義的な通商政策による世界経済の減速懸念も下落基調に拍車をかけるかたちとなり、３月下旬
に日経平均株価は一時21,000円台を割り込みました。 
４月に入ると、相場の重荷となっていた米中貿易摩擦への警戒感や、シリア・北朝鮮の地政学リスクがやや

後退し、株価は上昇に転じました。 
６月中旬に、トランプ米大統領が中国の知的財産権侵害に対する制裁措置として中国製品に追加関税を検討

するとの観測が伝えられると、米中貿易摩擦の激化懸念から外需株を中心に下落する場面がありましたが、７
月上旬に、米国で中国に対する関税が発動されると、市場は当面の「悪材料出尽くし」と受け止め、米雇用統
計の好調もあり米株式市場が復調したことで日本株も上昇しました。 
７月下旬には、日銀の金融政策修正の見方が台頭し、イールドカーブコントロール（長短金利操作）の微調

整観測から10年国債利回りが上昇したことや、８月中旬にはトルコ・リラの急落から米ドル安円高が進行した
こと、さらに中国景気の悪化懸念等が相場の重荷となり、株価は下落して当期末を迎えました。   
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ポートフォリオ 

■当ファンド 
マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ち、信託財産の中長期的な成長をめざしました。 
 
■マザーファンド 
国内の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されている株式の中から、独自の視点で“健康”

にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々の健康に貢献する企業に投資することにより、信託財産の中長期
的な成長を図ることを目標に運用を行いました。 
当期については、業績の伸び率鈍化が見込まれる銘柄や、株価の割安感が低下してきた銘柄を中心に売却し、

今後の内外景気の回復を想定して、今期、来期に向けて高い業績成長が期待できる銘柄への入れ替えを行いま
した。 
主な売買銘柄は以下の通りです。 
 銘柄 判断理由等 

売付 
キユーピー、オプティム、フジッコなど 当面の業績の伸び率鈍化が予想されると判断 
ＰＡＬＴＡＣ、ラウンドワン、ピジョンなど 株価の割安感が低下してきたと判断 

買付 
ヤクルト本社、デンカ、ＭＴＧなど 今来期の業績についての不安がなく、中期的な収

益基盤の充実が図られていると判断 

エーザイ、第一三共、日本光電工業など 構造改革や新製品開発等により低迷から脱し変
身を遂げつつあると判断 
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参考指数との差異

 

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。 
 

当期の税引前分配金再投資基準価額騰落率は＋16.0％となり、参考指数騰落率（＋8.3％）を上回りました。 
これはマザーファンドにおける個別銘柄要因において、朝日インテック、島津製作所、エムスリー等がプラ

スに働いたことなどによるものです。 
 
分配金 

当期の分配金は、基準価額水準、市況動向等を考慮の上、下表の通りとさせていただきました。 
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。 
 

【分配原資の内訳（１万口当たり）】 

項目 当期 
2017年８月22日～2018年８月20日

（注１） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出し
ているため、合計が当期分配金と一致しない場合があります。

（注２） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基
準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは
異なります。

当期分配金（税引前） 2,000円

対基準価額比率 13.80％

当期の収益 351円

当期の収益以外 1,648円

翌期繰越分配対象額 2,490円
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今後の運用方針   
■当ファンド 
引き続き、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場（これに準ず

るものを含みます）されている株式の中から、独自の視点で“健康”にかかわる産業を分類し、長期にわたり人々
の健康に貢献する企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 
 
■マザーファンド 
米中貿易摩擦に関する情報に左右される状況は幾分やわらいだものの、中国景気の先行きに対する懸念や、

トルコ・リラの大幅な下落に端を発した新興国景気への懸念が重荷となり、国内株式市場は一進一退の展開が
続いています。世界経済の先行きや米中関係をはじめとした政治情勢の不透明感は依然として強く、今後も外
部要因で相場動向が左右される局面も考えられ、市場全体では引き続きボックス圏での動きを想定します。一
方で、国内企業の４－６月期決算は総じて良好な結果であり、特段ファンダメンタルズ（経済の諸条件、経済
の基礎的条件）面で変調の兆しは見えていません。引き続き、中長期的に成長が期待できる市場において、自
助努力で着実な収益を積み上げている企業は個別で評価されており、こうした動きは今後も継続すると見てい
ます。 
銘柄選択については、医薬品セクターの主要市場である米国において、引き続きヘルスケア関連政策の動向

には注意が必要です。一方で、国内においては薬価制度の抜本改革の方向性が固まり、おおむね市場予想の範
囲内に収まったことから、セクター全体に対する不透明感は払しょくされ、今後は落ち着いた株価推移が予想
されます。新薬価が個別企業に与える影響を見極める必要がありますが、全体的には革新性・有用性の高い新
薬を創出する力のある企業がより評価される展開となりました。このような環境下において、当ファンドでは
医薬品セクター全体の見通しを中立としつつ、あくまでも個別に有力な新薬候補を有する銘柄を中心に選別し
ていく方針です。 
医療機器セクターについては、国内市場において2018年度の診療報酬本体部分の改定率がプラスとなり、病

院の設備投資は緩やかな回復へ向かう可能性が出てきました。また、前回の病院設備投資のピークから約８年
経過したことによって、一般的に７～８年で買い替えとなる医療機器やシステムを中心に更新需要の顕在化も
期待できます。当ファンドにおいては、制度変更の影響が小さく、ニッチ（隙間）分野において高い技術力に
より持続的なシェア拡大が見込まれる企業を中心に、引き続き高めの比率を維持します。 
介護サービスセクターについては、2018年度の介護報酬改定率は全体でプラスとなったものの、詳細を見る

とポジティブ、ネガティブな内容が混在しているため、介護事業者の事業内容ごとに与える影響を見極め、慎
重に投資判断していきます。 
その他のセルフメディケーション分野については、引き続き、成長期待が大きい一方で、企業間競争も激し

いため、企業調査による銘柄選別がより重要であると考えています。 
上記見通しを踏まえ、今後も「健康応援企業」を選定し、中長期にわたり成長が期待される銘柄に厳選投資

することを基本方針とし、信託財産の中長期的な成長をめざします。   
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ファンドデータ   
当ファンドの組入資産の内容 
  
■組入ファンド 

 第11期末 
2018年８月20日

ニッセイ健康応援マザーファンド 100.4％
（注１） 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。資産の状

況等によっては合計が100％にならない場合があります。 
（注２） 組入全ファンドを記載しています。 

 
■純資産等 

項目 第11期末 
2018年８月20日 

純資産総額 13,881,276,225円

受益権総口数 11,113,566,275口

１万口当たり基準価額 12,490円
（注） 当期間中における追加設定元本額は10,265,072,890円、同解

約元本額は3,491,812,115円です。 
 
■資産別配分 ■国別配分 ■通貨別配分 

 

（注） 資産別・国別・通貨別配分は、2018年８月20日現在のものであり、比率は純資産総額に対する評価額の割合です。資産の状況等に
よっては合計が100％にならない場合があります。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。 
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ニッセイ健康応援マザーファンドの概要

■基準価額の推移  

 

 
■上位銘柄 

銘柄名 通貨 比率
朝日インテック 円 4.4％
島津製作所 円 4.2
ダイキン工業 円 3.6
シマノ 円 3.4
テルモ 円 3.2
シスメックス 円 3.1
エムスリー 円 2.8
ヤクルト本社 円 2.7
リログループ 円 2.7
Ｔ＆Ｄホールディングス 円 2.7

組入銘柄数 58

 
■１万口当たりの費用明細 

2018.２.21～2018.８.20
項目 金額

売買委託手数料 26円
（株式） (25)
（先物・オプション） ( 1)
その他費用 0
（その他） ( 0)

合計 27 

 
■資産別配分 ■国別配分 ■通貨別配分 

 

（注１） 基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに
円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。 

（注２） 上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2018年８月20日現在）のものであり、比率はマザーファンドの
純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。 

（注３） 全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の組入有価証券明細表をご参照ください。   
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参考情報 

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較 

 
（注１） 上記は、当ファンドの騰落率（税引前分配金再投資基準価額騰落率）と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり、各資産ク

ラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません。 
（注２） 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したも

のであり、決算日に対応した数値とは異なります。 

 
＜代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数＞ 
● 日 本 株・・・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）
● 先進国株・・・ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス 

（配当込み、円ベース） 
● 新興国株・・・ ＭＳＣＩエマージング・マーケット・

インデックス（配当込み、円ベース）

● 日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債 
● 先進国債・・・ ＦＴＳＥ世界国債インデックス 

（除く日本、円ベース） 
● 新興国債・・・ ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・

ディバーシファイド（円ベース） 
・すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
・海外の指数は、「為替ヘッジなし（対円）」の指数を採用しています。

・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所の知的財産
であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべて
の権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の商標または標
章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。

・ ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指
数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は
MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更す
る権利および公表を停止する権利を有しています。 

・ ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.
が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、そ
の他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指
数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています｡

・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ 国債とは、野村證券株式会社が公表している
指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野
村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負
いません。 

・ ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより
運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed 
Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
FTSE Fixed Income LLCが有しています。 

・ ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ディバーシファイドは、ＪＰ
モルガン社が算出する債券インデックスであり、その著作権および
知的所有権は同社に帰属します。 
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お知らせ   
■運用体制の変更について 
代表取締役社長に西啓介が就任いたしました。 
 （2018年３月25日） 

 
■関連会社の実質保有比率 
2018年７月末現在、当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの信託財産において、委託会社の株主

である日本生命保険相互会社は、当該マザーファンド受益証券を他のベビーファンドを通じて実質的に23.5％
保有しています。当該実質保有分は、日本生命保険相互会社により他のベビーファンドを通じて解約されるこ
とがあります。 
 

当ファンドの概要    
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式 

信 託 期 間 無期限 

運 用 方 針 

ニッセイ健康応援マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的
に国内の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）され
ている株式の中から、独自の視点で“健康”にかかわる産業を分類し、
長期にわたり人々の健康に貢献する企業に投資することにより、信託
財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 

主要運用対象 

ニッセイ健康応援 
フ ァ ン ド ニッセイ健康応援マザーファンド受益証券 

ニッセイ健康応援 
マ ザ ー フ ァ ン ド 

国内の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます）されて
いる株式 

運 用 方 法 

ニッセイ健康応援 
フ ァ ン ド 

以下の様な投資制限のもと運用を行います。 
・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 
・外貨建資産への投資は行いません。 

ニッセイ健康応援 
マ ザ ー フ ァ ン ド 

以下の様な投資制限のもと運用を行います。 
・株式への投資割合には、制限を設けません。 
・外貨建資産への投資は行いません。 

分 配 方 針 
毎決算時に、原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全
額を対象として、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もあります。

  


