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今月のトピックス

■ 開催案内 第13回「結い 2101」受益者総会®

「No Technology No Life」 ― 2P

■ いい会社のいいモノ 生まれかわるものたち ― 3P

■ 投資信託 きほんの「き」 分配金ってなに？ ― 6P

■ 親から子へ ～なぜ私が投資を継続できたのか～ ― 7P

■ 今月のSHINE 金澤さん ― 8P

■ 運用コラム 第13期収益分配金 ― 8P

鎌倉投信本社屋玄関前。

いにしえの時代から育まれた

季節の草木たちに包まれ、

静寂の中にたたずむ庵です。

https://www.kamakuraim.jp/


13：00 「結い 2101」運用報告

「結い 2101」の運用状況を
わかりやすくお伝えします。

13：25 技術の継承

投資先企業の現場社員さんに登壇いただき、
自社の技術力の高さやどんな想いを持って仕事に取り組んでいるかなど、
お話を伺います。

14：10 企業展示

企業展示ブースをオンライン上で体験できます。

15：00 経営者のパネルディスカッション

匠な技術を誇る「いい会社」の経営者による
パネルディスカッションです（当社社長鎌田がモデレーターを務めます）
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今年の受益者総会は、「No Technology No Life」と題し、投資信託「結い 2101」の評価テーマ
「人・共生・匠」から「匠」に焦点をあて、「匠な技術」を持つ投資先企業に登壇いただきます。
現場社員さんや経営者からのお話や、視聴したい企業をご自身で選んで視聴するオンライン上の
企業展示など盛り沢山のプログラムとなっています。ぜひ、ご家族そろって参加ください！

ー申込方法－
申込はこちらです→

申込受付期日
9月20日（火）
午前9時まで

ー参加資格－
決算日（2022年7月19日）時点での「結い 2101」の受益者※とそ
のご家族様
※受益者とは投資信託「結い 2101」の残高を保有している方です
※ただし、次のお客様もお申込いただけます
・決算日時点で受益者ではないものの、2021年7月19日から2022年
7月18日の間に受益者であったお客様
・申込期日までに定期定額購入の申込受付完了、または、ご入金
を確認できたお客様

Ｐｒｏｇｒａｍ

https://www.kamakuraim.jp/bm2022/
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私事ですが、最近引っ越しをしまして…。
荷物を整理していると、部屋の隅に眠っていたもの
が発見されたり、滅多に使わないけれど“いつか使
うだろう”と思って取って置いたものと向き合わさ
れたりします。
「もったいないなぁ、何かに再利用できないか
なぁ」と思いつつ、引っ越しのリミットが迫ってい
ると、なんともいいアイデアが思いつきません。

限りある資源を有効活用していくというのは、こ
れからの日本にとっても重要なテーマかと思います。
思い起こしてみると、「結い 2101」の投資先でも、
使わなくなったものを、「ゴミ」にしないための取
り組みがたくさんあります。

たとえば、マザーハウスさんには、役目を終えた
お客さまのレザーバッグを回収し、そのレザーを再
利用することで、新しいカバンに生まれ変わらせる
「RINNE」という商品があります。
このレザーを実際に手に取ると、皮も生きているん
だなぁとレザーの息吹を感じられます。

トレジャーファクトリーさんは、リユースショップ
を展開し、本業のど真ん中で「もったいない」と向
き合っています。

リユース品でありながらも、
価値ある商品に気付いてもらう
ための工夫がなされています。

他にも、ごみを資源に変える技術を持つ日本環境
設計さんや、アミタホールディングスさん。日本全
国で、食品トレーの製造・回収をおこなうエフピコ
さん。ステイクホルダーに地球を加え、社員食堂か
ら出る生ごみを処理する施設を工場に完備している
KOAさんなどなど…。

姿、形を変えて日常に溶け込んでいる「いい会
社」のいいモノってたくさんありますね。

みなさんのお気に入りの“いいモノ”もぜひ、教
えてくださいね。今日もみなさんの身の回りが、
“いいモノ”に溢れていますように…。

（すぎちゃん）

いい会社のいいモノ ～生まれかわるものたち～

本記事は、Webメディア「結い日和」
の掲載記事を一部抜粋したものです。

全文はこちら→

「結い 2101」 運用報告

資産形成７月の日本株式市場

7月の日本株市場は上昇しました。上旬は、米国の景気後退が警戒された一方、中国の景気対策への期
待などから一進一退の推移となりました。その後は、参議院選挙の結果、与党が過半数を占めることに
なったことへの安心感や、エネルギー価格の上昇一服など持続的な物価高に対する懸念の後退、日米の金
融政策イベントを波乱なく通過したことなどを背景に上昇基調で推移しました。

TOPIX（東証株価指数）は前月末比で3.7%、TOPIX Small（小型株指数）は同3.6%それぞれ上昇しました。
業種別では、海運業、サービス業、精密機器などが上昇した一方、保険業、電気･ガス業、空運業などが
下落しました。

五十嵐 和人 （資産運用部長
ファンドマネージャー）

国内銀行、外資系生命保険会
社、日系運用会社を通じ、日
本株のファンドマネージャーと
して20年以上資産運用業務
に携わる。2020年4月に鎌倉
投信に入社。山形生まれ、山
形育ち。

７月の「結い 2101」

「結い 2101」の7月末の基準価額は前月末比で2.7%上昇し、20,056円となりま
した。第1四半期業績が前年同期比で減収減益となったことが嫌気された「フェリ
シモ」や、国内事業の苦戦により利益予想を下方修正したことへの失望から「カ
ゴメ」等が下落した一方、好業績が評価された「KOA」や「トレジャー･ファクト
リー」等が上昇しました。
投資行動では、7月末時点の「結い 2101」の組入会社数は、新規組入をおこな

わなかったことから前月末と変わらず、67社です（開示基準に達していない銘柄
は１社）。株式組入比率は、価格変動リスク管理の観点から引き下げたことによ
り、前月末から小幅に低下し、53.1%となりました。債券組入比率は純資産総額の
増加にともない前月末から若干低下し、2.2%となりました。（資産運用部 五十嵐）

（画像 同社HPより）

https://www.kamakuraim.jp/information/yuibiyori/detail/---id-1572.html


ポートフォリオの資産構成比 投資先のテーマ別構成比 株式の規模別構成比

有価証券の市場別構成比 投資先の業種別構成比

開示基準に達した
新規投資銘柄の開示
（2022年7月末時点）

当月は、開示可能な組入れ比率に
達した投資先はありません。

投資先企業上位１０社

（6社）

（23社）

（25社）

（19社）

等金額投資をしているため基本的に投資先の構成
比は同一ですが、時価変動等により基準構成比を
大きく上回っていないかを確認するための参考とし
て組入上位10社を表示しています。

株式の内、時価総額5,000億円以上の銘柄を大型株、
時価総額1,000億円以上の銘柄を中型株、時価総額が
1,000億円未満の銘柄を小型株としています。

⚫ これからの日本に必要とされる企業

⚫ 顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、
持続的で豊かな社会を醸成できる企業

運用方針

基準日：2022年7月末日

（61社）

信託財産の状況（比率は時価ベース）

各「いい会社」への投資理由
等は、鎌倉投信のホームページ
で紹介しています。
『鎌倉投信 いい会社』

で検索！ 是非ご覧ください♪

https://www.kamakuraim.jp/document/
the-company-finder/
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「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長

を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資することにより

運用をおこなうことを基本とします。

このような企業を投資先の「いい会社」と

して選定するため、次のように「人・共生・匠」

というテーマで評価しています。

優れた企業文化を持ち、人財を活かす企業

日本の匠な技術、感動的なサービスを提供する企業

循環型社会を創る企業

株式

53.1%

債券

2.2%

キャッシュ等

44.7%

人

32.9%

共生

35.4%

匠

31.7%

大型株

9.3%

中型株

28.0%

小型株

62.7%

東証プライム

77.2%

東証スタンダード

12.8%

東証グロース

6.0%

非上場

4.0%
機械

12%

化学

10%

電気機器

9%

サービス業

9%

その他製品

9%

食料品

8%

小売業

8%

情報・通信業

7%

精密機器

5%

水産・農林業

4%

保険業

4%

輸送用機器

4% 卸売業

2%

陸運業

2% パルプ・紙

2%

ガラス・土石製品

2%

医薬品

2%

金属製品

1%

繊維製品

1%

純資産

総額比

6999 ＫＯＡ 共生 1.2% 地球のことを真剣に考える、いい会社

3093 トレジャー・ファクトリー 人 1.1% 「もったいない」から始まった、社員の個性を大切にする、いい会社

6482 ユーシン精機 匠 1.0% 赤字を出さない匠な、いい会社

3904 カヤック 共生 1.0% IT技術で地元鎌倉に貢献する、いい会社

7447 ナガイレーベン 共生 1.0% 医療従事者・地域とともに歩む、いい会社

9064 ヤマトホールディングス 人 1.0% 経営理念が脈々と受け継がれる、いい会社

4471 三洋化成工業 匠 1.0% 人を中心にする匠な、いい会社

7821 前田工繊 共生 1.0% 地域社会とともに発展を目指す、いい会社

6222 島精機製作所 匠 1.0% 独自の技術でニット業界の発展と地域に貢献するいい会社

6258 平田機工 共生 1.0% 世界中の生産ラインを支え地域雇用を大切にする、いい会社

コード 鎌倉投信の視点テーマ会社名

https://www.kamakuraim.jp/document/the-company-finder/
https://www.kamakuraim.jp/document/the-company-finder/
https://www.kamakuraim.jp/document/the-company-finder/
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収益分配金込基準価額の推移

基準価額の推移

設定日（運用開始日）2010年3月29日

運用成績 ※2 収益分配金の実績 ※1

基準価額の推移 ※3

各年の収益率 ※４

※1 収益分配金の実績について
✓ 分配金額は1万口あたりの金額です。
✓ 分配金は過去の実績であり将来の成果を保証する
ものではありません。

※2 運用成績について
✓ リターン・リスクは、支払済み収益分配金（税引前）を
再投資した場合の分配金込の数値です。実際の個別
のお客様の収益率とは異なります。

✓ 年率換算リターンとは、直近5年間または10年間の
収益分配金込基準価額の騰落率を年率換算で表示
したものです。

✓ 年率換算リスクとは、直近5年間または10年間の収
益分配金込基準価額の日次騰落率の1標準偏差を
年率換算で表示したものです。

✓ シャープレシオとは、年率換算リターンの値を年率換
算リスクの値で除したものです。リスク1単位あたり
のリターンの大きさを表し、一般的に、運用の効率性
を測ることができるといわれています。

✓ 結い２１０１の目標リターンは、あくまでも目標であり、
将来のパフォーマンスを保証するものではありません。

運用パフォーマンス

概況

基準価額とは、投資信託の純資産総額

を総口数で割ったもので、1万口あたり

の時価（評価額）で表示します。

基準価額は主に、組み入れ有価証券等

の価格の上下動によって変動します。

純資産総額とは、投資信託の信託財産を時価で

評価した資産総額から負債総額を控除した金額

のことです。この純資産総額は主に、 ①皆様の

設定解約 と ②組み入れ会社の株価等の上下動

によって変動します。 ※ 純資産総額の百万円未満

は切り捨てて表示しています。

うち「定期定額購入」を

選択されている顧客数

11,459人

基準価額 20,056円 顧客数 21,934人純資産総額 47,956百万円

基準日：2021年10月末日
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基準日：2022年7月末日

※4 各年の収益率について
✓ 「結い 2101」はTOPIX等をベンチマークとした運用
ではありませんが、国内株式市場との連動性の程度
を確認するため、参考としてTOPIX指数の収益率を
掲載しています。

✓ 青色の棒グラフは、各年内の基準価額の最大値（年
初来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次
ベース）、および各年末の基準価額を、各前年末の基
準価額と比較した場合の収益率を表しています。

✓ 黄色の棒グラフは、各年内のTOPIXの最大値（年初
来高値、日次ベース）、最小値（年初来安値、日次
ベース）、および各年末のTOPIXを、各前年末の
TOPIXと比較した場合の収益率を表しています。

※3 基準価額の推移について
✓ 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推
移」は、「結い 2101」の信託報酬率1.10%（年率・税
込）を控除後のものです。

✓ 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推
移」は、過去の実績を示したものであり、将来の成果
を保証するものではありません。

✓ 「収益分配金込基準価額」とは、収益分配を実施しな
かった（＝収益分配金を非課税で口数を増やさず再
投資した）ものとして計算した基準価額に相当する値
で、当社が算出しています。

収益分配金とは、ファンド決算の際に、運用を通じ

て得た収益の一部をお客様に分配するものです。分

配をおこなった場合は、決算日の基準価額が1万口

あたり分配金額だけ下がります。「結い2101」は自

動的に分配金相当額を分配後の基準価額で再投

資する仕組み（分配再投資専用）になっています。
（信託報酬控除後）

（期間率）

4.5%

9.7%
8.5%

6.4%

0.3%

-11.7%

-1.0%

-19.7%

-2.6%

-8.7%

-8.0%

9.4% 8.3%

-1.1%
-3.4%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

5.1%

16.9%

5.7%

17.4%

2.4%

-22.1%

-1.5%

-28.2%

-0.7%

-11.7%
-17.8%

15.2%

4.8%

10.4%

-2.6%

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

結い2101

TOPIX

設定来 10年 5年 1ヵ月

リターン 107.9% 96.3% 13.2% 2.7%

10年 5年

7.1% 2.6%

9.8% 10.2%

0.73 0.25シャープレシオ　 (A)÷(B)

年率換算リスク　　 (B)

年率換算リターン　(A)

0.4以上

-5.0%

10%以内

1年3年

8.7%

4%以上

結い2101の目標

第4期 2013年7月19日 500 円

第11期 2020年7月20日 0 円

第12期 2021年7月19日 0 円

第13期 2022年7月19日 0 円

設定来合計 500 円

…
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投資信託 きほんの「き」 分配金ってなに？

投資信託の収益を投資家に還元するお金のことで、正式
には「収益分配金」といいます。投資信託の決算日に分
配金支払いの有無や支払額等が決まります。決算の頻度
は年1回、6ヶ月、毎月など投資信託によって異なります。

分配金が出ると分配金の金額分だけ基準価額は下がり
ます。分配金は純資産総額の中から出しますので、分配
金支払い額分が純資産総額から減ることになります。
これが、分配金が出ると基準価額が下がる仕組みです。

分配金は、決算日時点で保有している資産の払い出し
にすぎず、経済的にプラスの効果はありません。むしろ、
分配金を頻繁に受取ることは中長期的に運用効率を下げ
る効果が働きます。投資資金の成長、言い換えると基準
価額の成長に期待するのであれば、毎月分配型でない投
資信託を選択するのがよいと思います。

一方、資産をそう大きく増やす必要がないシニア層が
生活費の補填を目的とし、毎月分配型の投信を保有する
場合は、毎月分配という商品性と投資家のニーズが合致
しているといえるでしょう。ご自身の目的にあった投資
信託を選ぶことが重要です。

「分配金が支払われる」＝「運用が好調」ではありま
せんので、注意が必要です。

分配金には、「普通分配金」と「特別分配金(元本払
戻金)」と二つの種類があります。
「普通分配金」は、運用益を原資に支払われるので税
金がかかります。一方で、特別分配金は「元本払戻金」
ともいわれ、その名のとおり、投資した元本が分配金の
原資です。自分が投資したお金が戻されるだけですので、
税金はかかりません。自分の足を食べるタコをイメージ
させることから「タコ配（タコ足配当）」ともいいます。

(普通分配金と特別分配金のイメージ)

※個別元本とは、投資信託の購入価額のことで購入時に支払う販売手数
料等は含まれません。追加購入(分配金再投資を含む)や、特別分配金受
取時には個別元本は再計算され修正されます。

「結い 2101」は、年1回決算(決算日7/19)の分配金再
投資型の投資信託です。
決算日時点で、それまでの運用実績や運用を通じて得

た収益（株式の配当金・債券の利子収入や売買益）の状
況、市場環境などを勘案して収益分配の可否を決定しま
すが、積極的に収益分配をおこなう方針ではありません。
その主な理由としては、次の2点です。

1.支払った分配金は再投資をおこなうので、経済的な
効果は殆どない（課税口座から支払われる普通分配金
は税金を差し引いた金額で再投資をおこなうため、税
金分だけ再投資額が目減りする）

2.NISA制度との兼ね合い

分配金再投資は、分配金を支払った分、基準価額は下が
りますが、分配金で再投資をおこなうことで保有口数が
増えるというものです。

イメージとしては、100円の価値のものを10個持つこと
と、50円のものを20個持つこと、価値の総額は同じです
ね。

また、当社ではNISA口座を利用されている方の購入は、
優先的にNISA口座でおこなわれる仕組みです。非課税枠
の範囲内で年間の購入計画を立てているお客様にとって
は、分配金再投資分によって非課税投資枠を使用すると、
購入計画に影響が出てしまいます。

分配金再投資分が非課税枠をはみ出すと、課税口座で再
投資（購入）となり、将来の解約時に課税対象として扱
われるなど、制度の本来の趣旨と合致しないケースが発
生しかねません。

以上の理由から「結い 2101」は積極的な収益分配をお
こなわずに、長期的な基準価額の成長を目指します。
資金が入用な際には、お客様個々に「必要な時に、必要
な額を」解約していただくようお伝えしています。

純資産総額

分配金

基準価額＝
純資産総額（信託報酬控除後）

総口数

×1万口

普通分配金

個別元本

特別分配金

個別元本

個別元本 個別元本

分配金とは？

1.分配金の仕組み

2.分配金の種類

3.「結い 2101」では？

投資初心者の方にとって「質問する」こと自体、ハードルが高いもの。
「ちょっと聞くには気が引ける」といった内容を案内していきます。
一緒に学んでいきましょう！



鎌倉投信社員の投資にまつわるエピソードを紹介し

ます。

私は2020年に新卒で鎌倉投信に入社しましたが、

鎌倉投信で口座開設したのは、2014年でした。当時、

高校1年生、17歳の少年だった私は、「投資信託」な

どには縁がありませんでした。

ただ、父が「鎌倉投信っていう“おもしろい”会

社があるんだ」ということを楽しそうに何回も連呼

していたことは、鮮明に記憶に残っています。しば

らくして、父が私の口座を鎌倉投信で開設していた

ということが発覚しました。「口座を開設する」と

いうことが何を意味するのかさえ、よく分かってい

ませんでしたが、あの“おもしろい”鎌倉投信との

接点ができたということだけは分かって、少し嬉し

かった気がします。

恥ずかしながら、入社後も、今までつみたててき

た「結い2101」を売りたくなった瞬間がありました。

引っ越し費用が… スノーピーク（「結い2101」の

投資先）のキャンプ用品を買いそろえたい…（笑）

そんな中、私が今もなお、解約（売却）せずに保

有し続けられているのは、以下の理由があると思っ

ています。

1．託された想い

保有している投資信託を現金化しようと思う度に

よぎったのは、「鎌倉投信っていう“おもしろい”

会社があるんだ」という、父の楽しそうな表情でし

た。父はどんな想いで息子の口座にお金を託してい

たのだろう？

そう思うと、ふと我にかえって、目の前の些細な

できごとに左右されてしまっている自分が情けなく

思えてきます。その都度、「父が託してくれたお金

をどう使うか」という問いに立ち返り、改めて投資

の目的を再確認することができます。

（ちなみに、父から託されたこのお金は、将来自分

に子供ができたときに、子供のチャレンジを応援す

るためのお金にしようと決めています）

2．無意識に長期間にわたって資産運用をしてきた

もう一つは、長期投資による成功体験がプレゼン

トされているということです。私は自分の意思で投

資をスタートした訳ではないのですが、2014年から7

年ほど資産を運用していることになります。

途中、局所的に基準価額が下がることはあっても、

長期的にみると、右肩上がりで成長しているため、

直近のコロナショックなどで自分の資産の評価益が

大きく下落することはあっても、評価損益がマイナ

スになったことは今のところありません。（※お客

様の売買行動によっては、同時期に投資を始めた方

でも、評価損益がマイナスになっている可能性があ

ります）

今年の1月に社長の鎌田が「資産運用で失敗しない

ために大切なこと」というテーマで、資産運用の成

功の鍵を7つお伝えしました。その中で、成功の鍵の

1つとして「シンプルに投資し続けること」をあげて

います。以下で、少しだけ抜粋して紹介します。

私の場合、知らないうちに投資が始まっていまし

たから、結果的に「シンプルに投資し続けること」

ができていた訳です。そして、これによって一種の

成功体験をしたともいえると思います。投資をする

理由は十人十色ですが、お金を通じ、世代を超えて

想いをつなぐ形があってもよいのかもしれませんね。

（すぎちゃん）
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親から子へ ～なぜ私が投資を継続できたのか～

皆さんの投資にまつわるエピソードを「＃鎌倉投信」で投稿して

みませんか？皆様の投稿をお待ちしています！

また、公式Twitterでは最新情報を発信しています。

当アカウントも是非フォローください→

「株価が下がり、半分になったくらいで売ってしまう
なら、最初から売買などしない方がよい。
何があっても持ち続けることだ。株価が大幅に下がる
というのは、めったにない投資のチャンスなのだ」
（ピータ・リンチ）

将来性ある会社の株式の値段（株価）が一時的に値下
がりした時は、投資の機会として捉えることの重要性
を語った言葉だと認識しています。つまり、実体とし
ての企業価値やその将来価値に着目して投資するので
あれば、短期的な株価変動は気にしなくてもよい、
という意味でしょう。

値上がりのタイミングを逃すことは、資産運用におい
て、かなりの痛手になるのです。しかし、ここで直面
する悩ましい問題が、値上がりのタイミングを計るこ
と自体が至難の業である、ということです。

なぜ、投資を継続できたのか

投資との出会い

成功の鍵は何か

https://twitter.com/Kamakura_IM
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本資料は、鎌倉投信によって作成された、投資家向けの情報提供を目的としたもので、投資信託販売用（資料）ではありません。
＜資産運用に関する注意事項＞
投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いします。

◆ 投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また、「結い 2101」は、投資者保護基金の保
護対象でもありません。

◆ 投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。

◆ 本資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。
また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

◆ 本資料に記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。また、本資料は、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づ
き作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

◆ 本資料の利用権は、鎌倉投信に帰属します。

◆ 「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明等の重要事
項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。

◆ 「結い 2101」の投資信託説明書（交付目論見書）については、鎌倉投信までお問い合わせください。

＜苦情処理措置および紛争解決措置について＞

鎌倉投信は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
（連絡先：0120-64-5005）を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。

鎌倉投信株式会社：金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2293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 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

※1 毎月27日（休日の場合は翌営業日）お客様が指定した
金融機関の口座から購入額を引落します。

※2 引落日の5営業日後。収納代行会社を通して購入額が
当社に入金されます。

※3 引落日の6営業日後。この日の基準価額で購入します。
※4 引落日の7営業日後。この日に取引報告書を交付します。

入金日※2

9月5日

引落日※1

8月29日

約定日※3

9月6日

受渡日※4

9月7日

「定期定額購入サービス」取引スケジュール
申込は鎌倉倶楽部へ
お問合せください
✓ 少額から投資が可能
✓ 自動引落だから手間いらず
✓ 購入タイミングを分散

鎌倉投信に新しく仲間入りした金澤さんを紹介します。

Ｑ．経歴や入社の経緯について教えてください。

生まれも育ちも東京です。数年ずつ大阪、神戸、愛媛で過ごしました。
前職も金融系で、２児の母です。次女も大きくなりだんだんと手がかか
らなくなったので社会復帰したいと思い、就職活動を始めた矢先「鎌倉」
「古民家」というワードに惹かれて応募しました。
カフェ的なほっこりを想像していたらかなり渋めの雰囲気で良い意味でびっくりしました。笑

Ｑ．学生時代の部活動や趣味は？

高校大学と7年間弓道部でした。京都の三十三間堂の通し矢に参加したのは良い思い出です。
最近は、子供が寝た後に観る映画が好きです。
ですが、寝たはずの子供が背後に立っていることに気づいた瞬間はそのへんのホラーより怖いです。

明るく前向きな性格の金澤さん。
早くも鎌倉倶楽部（お客様窓口）の中心メンバーとして活躍しています。今後もよろしくお願いします！

今回は、この7月19日の「結い 2101」第13期決算にお
ける収益分配の解説です。

◼ 「結い 2101」の分配方針
投資信託では、運用を通じて得た収益（配当・利子

収入や売買益）を原資として、投資家に支払う金銭を
「収益分配金」といいます。「結い 2101」では、目論
見書の分配方針欄に記載のとおり、毎決算時に、基準
価額水準や市況・制度動向等を考慮して、収益分配の
可否を検討します。分配をおこなう場合は、社内ガイ
ドラインに則って、投資政策委員会で分配単価（10,00
0口あたりの分配金額）を決定します。分配金は、単純
にいえば基準価額を分配単価の分下げるだけですから、
課税タイミングの観点を除くと経済的な効用はないと

考えます。具体的には「結い 2101」は、分配金は税引
き後に再投資されますから、評価額は税金分減るもの
の、基準価額が20,000円であるときに500円分配すれば、
基準価額は19,500円になるだけです。なお、「結い 21
01」は、分配金再投資専用の投資信託です。収益分配
金は、税引き後、無手数料で「結い 2101」に再投資さ
れますので、収益分配する場合でもお手元に分配金が
届くことはありません。

◼ 第13期決算の分配
第13期は分配を見送りました。分配を見送った主な

理由は、現在のNISA制度のもとでは、分配金再投資分
が非課税枠をはみ出すと課税対象として扱われてしま
う場合があるなど、制度の本来の趣旨と合致しない
ケースが発生しかねないことにあります。なお、今後
の収益分配方針に関しては、特段変更はありません。
決算の都度、分配の是非を判断していきます。

（資産運用部 五十嵐）
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