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交付運用報告書

ピクテ投信投資顧問株式会社 
東京都千代田区丸の内2-2-1 

お問い合わせ窓口 
投資信託営業部 

電話番号 03-3212-1805 
受付時間：委託者の営業日の午前９時から午後５時まで 

ホームページ：www.pictet.co.jp 

第５期（2021年７月20日） 

基 準 価 額 17,480円 

純 資 産 総 額 2,087百万円 

第５期 
（2020年７月21日～2021年７月20日） 

騰 落 率 26.7％ 

分 配 金 合 計 0円 
 

iTrust日本株式 
愛称：日本選抜 

～シェアNO.1企業厳選～ 
 

追加型投信／国内／株式  
第５期（決算日：2021年７月20日） 

作成対象期間：2020年７月21日～2021年７月20日 
 
 
 

受益者のみなさまへ 
 

平素は格別のご愛顧を賜り､厚く御礼申し上げます｡ 
さて、「iTrust日本株式」は、このたび、第５期
の決算を行いました。 
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資
を通じて、主としてわが国のナンバーワン企業の
株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的
としております。 
当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用
を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上
げます。 
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い
申し上げます。 
 
 
 

○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
ます。右記の弊社ホームページを開き「ファ
ンド」より当ファンドの名称を選択いただ
き、さらに「運用報告書（全体版）」を選
択いただきますと運用報告書（全体版）を
閲覧およびダウンロードすることができ
ます。 

○書面での運用報告書（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。 
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運用経過 
 
基準価額等の推移 
 

 

 

第５期首 ： 13,794円 
第５期末 ： 17,480円 
（既払分配金 0円） 
騰落率  ： 26.7％ 

 

※参考指数は配当込みTOPIXで、期首の基準価額に合わせて指数化しています。 
 
 
基準価額の主な変動要因 
 
（当期前半） 
上昇 ・ 実質的に組入れているイビデン（電気機器）、日本電産（電気機器）、ファーストリテイ

リング（小売業）、信越化学工業（化学）、住友金属鉱山（非鉄金属）などの株価が上昇
したこと 

（当期後半） 
上昇 ・ 実質的に組入れている日立製作所（電気機器）、日立物流（陸運業）、トヨタ自動車（輸

送用機器）、セブン＆アイ・ホールディングス（小売業）、富士通（電気機器）などの株
価が上昇したこと 
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１万口当たりの費用明細 
 

項目 
当期 

（2020年７月21日～2021年７月20日） 項目の概要 
金額 比率 

平 均 基 準 価 額  15,923円 － 期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。 
(a)  信 託 報 酬  156円 0.979％ (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 
 (投 信 会 社) (93) (0.583) ・ ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社

への指図、各種情報提供等、基準価額の算出
等の対価 

 (販 売 会 社) (58) (0.363) ・ 購入後の情報提供、交付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
事務手続等の対価 

 (受 託 会 社) (5) (0.033) ・ ファンドの財産の保管・管理、投信会社から
の指図の実行等の対価 

(b)  売 買 委 託 手 数 料 15 0.097 (b) 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 

(株 式) (15) (0.097) ・ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、
売買仲介人に支払う手数料 

(c)  そ の 他 費 用  9 0.057 (c) 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) (4) (0.024) ・ 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの
監査に係る費用 

 (そ の 他) (5) (0.033) ・ その他は、運用報告書等法定の開示書類の作
成等に要する費用その他信託事務の処理等に
要する諸費用 

 合計   180 1.133  
・上記の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、設定・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 
・ 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目毎に小数第
３位未満は四捨五入しています。 

・ 売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 
・ 各金額の円未満は四捨五入しています。 
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(参考情報) 
■総経費率 
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価
証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で
除した総経費率（年率）は1.03％です。 
 
 
 

 
 
 
・上記の費用は、「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したものです。 
・各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。 
・各比率は、年率換算した値です。 
・上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 
  

運用管理費用（投信会社） 

0.58％ 
総経費率 
1.03％ 

運用管理費用（受託会社） 

0.03％ 

その他費用 

0.06％ 

運用管理費用（販売会社） 

0.36％ 
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最近５年間の基準価額等の推移（2016/７/20～2021/７/20） 
 

 
 
・ 設定日（2016年６月30日）以降の推移を表示しております。 
 

決算日 
2016/６/30 
(設定日) 

2017/７/20 2018/７/20 2019/７/22 2020/７/20 2021/７/20 

基準価額（円） 10,000 13,360 14,350 13,062 13,794 17,480 

期間分配金合計（税引前、円） － 0 0 0 0 0 

基準価額騰落率 － 33.60％ 7.41％ －8.98％ 5.60％ 26.72％ 

参考指数騰落率 － 33.95％ 9.13％ －8.67％ 3.96％ 22.33％ 

差異 － －0.35％ －1.72％ －0.31％ 1.64％ 4.39％ 

純資産総額（百万円） 10 282 599 757 1,181 2,087 

・参考指数は配当込みTOPIXです。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しております。 
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投資環境 
 
日本株市場は、期首から10月までは、米中の対立激化、欧米での新型コロナ感染再拡大への懸念の
高まり、米大統領選を巡る不透明感等が重荷となった一方、景気・企業業績の回復期待に加え、新型
コロナの治療薬・ワクチン開発進展も支えにじり高歩調で推移しました。11月以降、米大統領選での
民主党バイデン氏当確による先行き不透明感の後退、米製薬大手ファイザーが新型コロナウイルスの
ワクチンで高い有効性を示すデータを公表したことによるワクチンの早期実用化および経済活動正常
化への期待の高まり、良好な国内企業の７－９月決算、米バイデン次期政権による大型経済対策への
期待などを背景に上昇基調を強め、TOPIXは2018年１月以来およそ３年ぶりの高値圏まで上昇しま
した。2021年１月以降は、市場予想を上回る好調な10－12月期の企業決算、新型コロナウイルスの
ワクチン接種進展による経済活動正常化期待の高まり、大規模な米追加経済対策への期待などを背景
に堅調推移となり、TOPIXは３月に９連騰を演じ30年ぶりとなる2,000ポイント台を回復しました。
しかし３月の高値以降は期末にかけて上値の重い神経質な展開で終了となりました。国内の新型コロ
ナウイルスの新規感染者数の拡大を受けた経済正常化・景気回復の遅れ懸念、2021年３月期決算で
の企業の保守的な新年度ガイダンス、米国のインフレ加速懸念を背景とする米金融政策への警戒感な
どが重荷となりました。 
 
 
当該投資信託のポートフォリオ 
 
当ファンドが主要投資対象とするピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド受益証券への投資比率
を高位に維持してまいりました。 
 
＜マザーファンドの組入状況＞ 
主としてわが国のナンバーワン企業※の株式に投資してまいりました。 
※ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、
または今後それが期待される企業を指します。 
組入銘柄の選択に当たっては、企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に投資し
てまいりました。 
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◇組入上位10業種（当期末） 
業種名 組入比率

電気機器 18.6％ 
小売業 8.6％ 
輸送用機器 8.5％ 
化学 6.6％ 
精密機器 5.9％ 
サービス業 5.2％ 
機械 5.2％ 
陸運業 3.9％ 
銀行業 3.6％ 
ガラス・土石製品 3.6％ 

◇組入上位10銘柄（当期末） 
銘柄名 業種名 組入比率 

日立製作所 電気機器 2.6％ 
富士通 電気機器 2.5％ 
セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 2.4％ 
イビデン 電気機器 2.3％ 
トヨタ自動車 輸送用機器 2.3％ 
デンソー 輸送用機器 2.2％ 
三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 2.1％ 
ブリヂストン ゴム製品 2.0％ 
HOYA 精密機器 2.0％ 
ヤマトホールディングス 陸運業 2.0％ 
 

・組入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。 
 
 
当該投資信託のベンチマークとの差異 
 
当ファンドでは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンド
と参考指数の騰落率の対比です。 
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分配金 
 
当期の収益分配は、見送りとさせていただきました。 
なお、留保益については、元本部分と同一の運用を行います。 
 
◆分配原資の内訳 

（単位：円・％、１万口当たり、税引前）

項目 
第５期 

自 2020年７月21日 
至 2021年７月20日 

当期分配金 － 
（対基準価額比率） － 
 当期の収益 － 
 当期の収益以外 － 
翌期繰越分配対象額 7,479 
・ 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）に対する比率であり、当ファンドの収益率とは異なります。 
・ ｢当期の収益」および「当期の収益以外」は小数点以下を切捨てて表示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。 
 

今後の運用方針 
 
（１）投資環境 
７月後半の日本株市場は、東京五輪開幕を控えるなかで緊急事態宣言が東京都に再発令された国内
を含む世界的な新型コロナウイルスの感染再拡大、それに伴う景気減速懸念を背景に弱含みの展開で
推移しています。ワクチン接種の進展による経済正常化への根強い期待は支えとなるものの、当面は
下値リスクを意識した神経質な展開となりそうです。上昇基調に転じるには新型コロナウイルスの感
染収束、年度後半以降の企業業績の更なる回復・拡大への見通し向上が待たれます。したがって当面
の株式市場は、新型コロナウイルスの感染動向、米国のインフレ懸念と金融政策、国内の政治情勢、
米中対立などを睨みつつ、年度後半以降の景気・企業業績の回復・拡大、そのペースを見極めて行く
展開となりそうです。 
 

（２）投資方針 
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国のナンバー
ワン企業の株式に投資してまいります。 
 
＜マザーファンド＞ 
優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力、マーケティング力などを有し、業界トップ
シェアを誇るナンバーワン企業の選別に引き続き注力しパフォーマンス向上に努めてまいります。   
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お知らせ 
 
該当事項はありません。  
当該投資信託の概要 
 
商 品 分 類 追加型投信／国内／株式 
信 託 期 間 2016年６月30日（当初設定日）から無期限です。 
運 用 方 針 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。 

主要投資対象 
当 フ ァ ン ド ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド受益証券 
マザーファンド わが国の株式 

運 用 方 法 
マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国のナンバーワン企業※

の株式に投資します。 
※ ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力
を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業を指します。 

主な投資制限 

当 フ ァ ン ド 

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。ただし、未上場
株式および未登録株式への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。 

② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。 

③ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
30％以内とします。 

マザーファンド 

① 株式への投資割合には制限を設けません。ただし、未上場株式
および未登録株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。 

② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。 

③ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以
内とします。 

分 配 方 針 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益
（評価益を含みます。）等の全額とします。 
② 収益分配金額は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して委託者が決定しま
す。ただし、必ず分配を行うものではありません。 

③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分
と同一の運用を行います。 
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代表的な資産クラスとの騰落率の比較 
 

（当ファンド：2017年６月末～2021年６月末、代表的な資産クラス：2016年７月末～2021年６月末） 

 
 
○上記グラフは、対象期間中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、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよ
うに作成したものですが、対象期間が異なることにご留意ください。各資産クラスについては以下の指数に基
づき計算しております。 
 
○各資産クラスの指標 
日 本 株  東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 
先進国株  MSCIコクサイ指数（税引前配当込み、円換算） 
新興国株  MSCIエマージング・マーケット指数（税引前配当込み、円換算） 
日本国債  NOMURA－BPI国債 
先進国債  FTSE世界国債指数（除く日本、円換算） 
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（円換算） 
※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。 
 
（注）海外の指数は、為替ヘッジをしない投資を想定して、ドルベースの各指数を委託者が円換算しております。 
 
・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。 
・騰落率は直近前月末から遡った算出結果であり、当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。 
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当該投資信託のデータ 
 
当該投資信託の組入資産の内容 （2021年７月20日現在） 
 
■組入ファンド 
 （組入銘柄数：１銘柄） 

ファンド名 第５期末 
2021年７月20日 

ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド 100.0％ 
・ 比率は当ファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。 
 
■資産別配分 ■国別配分 ■通貨別配分 

・ 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。 
 
純資産等 
 

項目 第５期末 
2021年７月20日 

純資産総額 2,087,203,904円 
受益権総口数 1,194,061,098口 
１万口当たり基準価額 17,480円 
・当期中における追加設定元本額は602,270,555円、同解約元本額は264,947,510円です。 
  

マザーファンド
受益証券
100.0％

日本
100.0％

円
100.0％

その他 
0.0％ 
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組入上位ファンドの概要 
 
ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド 
 （2021年１月20日現在） 
■基準価額の推移  

 
 

■組入上位10銘柄 
（組入銘柄数：54銘柄） 

 銘柄 比率 
１ 東京エレクトロン 2.8％ 
２ 日本電産 2.6％ 
３ 村田製作所 2.6％ 
４ 信越化学工業 2.5％ 
５ 島津製作所 2.4％ 
６ イビデン 2.3％ 
７ ソニー 2.3％ 
８ ファーストリテイリング 2.3％ 
９ 富士通 2.2％ 
10 豊田自動織機 2.1％ 
・ 比率は当組入ファンドの純資産総額に対する割合です。 
・ 全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に
記載されています。 

 
■資産別配分 ■国別配分 ■通貨別配分 

・ 資産別配分の比率は当組入ファンドの純資産総額に対する割合、国別配分および通貨別配分の比率は当組入ファンドの組入株式の評価額合計
に対する割合です。 
 
■１万口当たりの費用明細 

項目 当期 
(a)  売 買 委 託 手 数 料  25円 
 (株 式) (25) 
(b)  そ の 他 費 用  0 
 (そ の 他) (0) 

 合計   25 

 
・ 左記の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、設定・
解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出
した結果です。なお、費用項目については２ページ（１万口当たり
の費用明細の項目の概要）をご参照ください。 
(a) 売買委託手数料および(b) その他費用は、当期中の各金額を各
月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 

・ 円未満は四捨五入してあります。 

 
・基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は当組入ファンドの直近の計算期間のものです。   

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000
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33,000
(円)

2020/1 ４ 107 2021/1

その他
1.3％
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98.7％
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100.0％

円
100.0％
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指数に関して 
 
○「代表的な資産クラスと騰落率の比較」に用いた指数について 
 
■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）： 
東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし、浮
動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式
会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）に帰属します。東証は、同指数の指数値およびそこ
に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。東証は同指数の算出もしくは公表
方法の変更、同指数の算出もしくは公表の停止または同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行う権
利を有しています。 

 
■ MSCIコクサイ指数（税引前配当込み）： 
MSCIコクサイ指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。
また、同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 

 
■ MSCIエマージング・マーケット指数（税引前配当込み）： 
MSCIエマージング・マーケット指数は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されて
います。また、同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 

 
■ NOMURA－BPI国債： 
NOMURA－BPI国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンス
をもとに算出されます。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。
また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果
に関して一切責任を負いません。 

 
■ FTSE世界国債指数（除く日本）： 
FTSE世界国債指数（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国
の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券指数です。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： 
JPモルガンGBI－EMグローバル・ディバーシファイドは、J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表し
ている指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的な指数です。現地通貨建てのエマージング
債のうち、投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。同指数の著
作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。 
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