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■ 当資料について

■ りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）について

 当社は、りそなグループの資産運用会社としてESGまたはSDGs関連投資に注力しています。 当資料
の開示により、ファンドの特性、当社の方針や取組み等についてお客さまのご理解を深めていただく
とともに、当社と当社の運用するESGまたはSDGs関連ファンドに対し、ご信頼を賜れば幸いです。

 当ファンドは、SDGsを考慮して投資アイディアと投資先企業を選定することで、ＳＤＧｓの達成をはじ
めとした社会的課題の解決に貢献する日本の中小型に分類される株式の企業（以下、「中小型企業」）に
よってポートフォリオを構成し、信託財産の積極的な成長を目指すことを意図して設定いたしました。

 りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）（以下、「当ファンド」）は、マザーファンドを通じ
て、国内の金融商品取引所に上場されている*中小型株式のうち、社会の構造変化に伴い生じる「社会
的な課題」の解決にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘
柄を厳選して投資を行います。

* 上場予定を含みます。

 当資料は、りそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」）が提供するファンドのうち、当社が
「ESGファンド」と位置付けるファンドについて、その根拠やESG／SDGsに関する特性等を、お客さ
まに分かり易くお伝えするために開示するものです。
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■ 銘柄選定プロセス①

りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）

SDGsを考慮し、社会的な課題に起因する需要サイドの持続的なニーズに着目した「投資アイデ
ィア」に基づき、調査対象銘柄を選定します。

• 当ファンドでは、需要サイドのニーズと、社会の構造変化やそこから生じる「社会的な課題」
に着目しています。これは、需要サイドのニーズのうち社会の構造変化に伴い生じた社会的
な課題に起因するニーズは長く持続するため、関連する市場や商品は大きな成長を遂げる
と考えているためです。

• したがって当ファンドでは、社会的な課題に起因するニーズを発見し、これをもととした投
資アイディア（有望市場・商品や関連企業）を参考に調査対象とする企業を選定します。

• また、投資アイディアとなる有望市場・商品や関連企業を選定する際には、社会的な課題と
SDGsとの関連性にフォーカスします。

需要サイドのニーズ

社会的な課題
に起因する

ニーズ

何らかの需要サイドのニーズを満たす市場や商品は成長する
可能性が高い。

当ファンドの投資アイディアのもととなるニーズ。社会の構造
変化が根底にあり、これを満たす市場や商品はより大きく成
長する可能性が高い。

Step1 定量面（時価総額・流動性等）と定性面（信用懸念等）の両面から投資可能銘柄を抽出します。

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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■ 銘柄選定プロセス②

りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）

〈投資アイディア決定の具体例〉

① 具体的な社会現象（流行や街中の変化等）を観察することによって、その背景にある需要
サイドのニーズを導き出します。

② 社会の構造変化に対する仮説設定をもとに、さまざまなニーズの中から、社会の構造変
化から生じる社会的な課題に起因するものを抽出します。

③ ②で抽出したニーズの要因となった社会的な課題のSDGsとの関連性を考慮に入れな
がら、より強く持続的な成長が期待できる市場や商品、関連する企業を選定し、投資アイ
ディアとします。

最近よく見かけるように
なったな、流行りかな

流行や街中の変化を観察して
需要サイドのニーズを発見

背景には
どんなニーズがあるのだろう

発見したニーズの中から
社会的な課題に起因するものを抽出

このニーズは
一時的な流行だな

このニーズが生まれた要因には
社会的な課題があるぞ！

社会的な課題に起因する需要サイドのニーズを導くイメージ

Step2

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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■ 銘柄選定プロセス③

りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）

Step3 投資アイディアの深掘りや企業取材等を通じ、成長魅力度や経営者魅力度、下値硬直性等を判
定した上で銘柄を厳選し、より魅力度の高い銘柄の投資割合を高めてポートフォリオを構築しま
す。

〈投資アイディアの深掘りと成長魅力度の判定〉

• より強く持続的な需要サイドのニーズを満たすと考えられる市場・商品は、より成長の確度
が高く、その成長幅も大きいものと考えられます。

• 投資候補銘柄の厳選・ポートフォリオ構築時には、需要サイドのニーズやそれに紐づく社会
的な課題をさらに分析（投資アイディアを深掘り）し、より成長魅力度の高い有望市場・商品
を特定します。

• 成長魅力度の高い有望市場・商品の関連企業は、より高い割合で投資を行います。

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。



りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）
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〈経営者魅力度の判定〉Step3

■ 銘柄選定プロセス④

経営者魅力度判定の内容

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。

• 中小型に分類される株式の企業は、大企業と比較した場合に相対的に経営者のインテンシ
ョン（意図）や資質が企業の経営やガバナンスに反映されやすく、ときには株価の急落にも
つながるという特性があります。

• 経営者に着目し、ガバナンスの観点から経営者自身の利他性や事業・社会的な課題解決へ
の情熱を含めた総合的な信頼性を企業取材を通じて評価することで、その企業の需要サイ
ドのニーズに応える力を見抜き、企業の成長性やその持続性を判断します。

• 特に魅力度が高いと判断した企業は、より高い割合で投資を行います。

• 経営者となるまでの経緯や、人生における経験、実際の対話で得た印象をもとにパーソナリティをひも
ときます。

• 経営者としての資質を５項目によって評価します。経営者のインテンションを重視する内容となっている
ことが特徴です。

• 顧客や株主といったステークホルダーとの関係も企業の成長に向けた活動の分析と並行して分析しま
す。

従業員との信頼関係

自身や自社が持つ強み弱みの適切な認識 情熱（困難に負けない一貫した意思）

経営ロジック（頭脳） 利他性



日本の産業競争力低下

25%

ユビキタス社会

の早期実現

16%

地球環境問題

14%

少子・高齢化

14%

国土強靭化

8%

女性の社会進出の遅れ

7%

新興国の生活水準

7%

アンメット・メディカル・ニーズ

3%

個人のエンパワーメント

3% 地方創生
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■ 当ファンドが着目する社会的な課題

りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）

 当ファンドで着目する社会的な課題、SDGsとの関連
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• 2022年8月末時点において、当ファンドで実際に着目している社会的な課題と各課題に関連して
保有している銘柄の投資割合は以下の通りです。

• また、上記の各社会的な課題と関連する主なSDGsのターゲットは右の表の通りです。

着目する「社会的な課題」と関連する企業の投資割合

（2022年8月末現在）
※四捨五入の関係で合計が100％にならない場合があります。

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。

社会的な課題 関連する主なSDGsのターゲット※

日本の産業競争力低下 8.1 8.2 9.1 9.2

ユビキタス社会の早期実現 8.1 8.2 9.1

地球環境問題 3.9 ７ 11.6 12.2 13.1 14.2

少子・高齢化 3.d 8.1 8.2 8.3 9.1

国土強靭化 9.1 11.2 11.5 11.b 13.1

女性の社会進出の遅れ 5.5 8.1 8.5

新興国の生活水準 3.3 3.6 9.1 9.c

アンメット・メディカル・ニーズ 3.d 9.1

個人のエンパワーメント 8.1 8.3 8.5

地方創生 8.1 8.3 9.1 11.a

※ 上記の社会的な課題に関連する主なSDGsのターゲットは抜粋して記載したものであり、上
記に限られるものではありません。

※ SDGsのターゲットの詳細については、10～１２頁をご参照ください。
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■ 対話・エンゲージメントについて

りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）

 当ファンドでは、対話・エンゲージメントを重視しています

• 当ファンドでは、投資先企業と積極的な対話・エンゲージメントを実施しています。

• 2021年1月～12月末の期間では、33社の投資先企業と55件の対話・エンゲージメントを実施し
ました。

• エンゲージメントのテーマは、コーポレートガバナンス（社外取締役の比率など）や、企業成長のため
の施策にかかるものなど多岐にわたっています。

• 近年の傾向としては、「企業価値向上につながる情報開示高度化」を取り上げる機会が増加していま
す。

• 当ファンドでは、対話・エンゲージメントを、企業とのコミュニケーションを通じ、相互理解を促進する
活動、および相互理解を踏まえて解決すべき課題について議論を行い、結果を出していく活動と位
置づけ、これを重視しています。

• 中小型に分類される株式の企業では、経営者のカリスマ性によって組織が保たれている場合や、企
業理念や成長ドライバー（原動力）に関する情報発信に拡充の余地がある場合など、企業価値向上に
向けた取組みが不十分な企業も多く見られます。

• 当ファンドの投資先企業は、優れた経営者が存在し、ガバナンス面を含めた評価ができる（経営者魅
力度が高い）ものの、対話・エンゲージメントによってさらに市場評価を向上させることが可能であ
ると考えています。

※ 当ページの記載内容については、今後変更される可能性があります。
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■ 対話・エンゲージメント事例① ヒト・コミュニケーションズ（4433）

 企業の課題

 対話・エンゲージメントの実施

 対話・エンゲージメントの結果

右：株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
代表取締役社長グループCEO 安井 豊明さま

左：当社株式運用部 チーフ・ファンドマネージャー 井浦 広樹

〈対談の様子 （2021年10月）〉

• 当ファンドでは、同社（ヒト・コミュニケーションズ）を営業支援を通じて人材育成し、人と人のつながりを生み出す企業として認識し、「社会
的な課題」のうち「少子・高齢化」の解決に貢献する企業と評価しています。

• しかし、株式市場においては、スポーツイベント、インバウンド関連企業と考えられており、コロナ禍を受けて株価が低迷しました。

• 当社は、同社が本業と社会課題との関連性を整理して、それに基づく企業の存在意義（パーパス）と価値創造ストーリーを統合報告書等の
情報開示を通じて明示することによって、長期的な企業価値の向上が可能であると考えています。

• 2019年ごろから、当社が「同社の安井社長の確固たる経営理念や優れたビジネスモデルを、株式市場やその他のステークホルダーにしっ
かりと伝えることが企業価値の向上につながる」という考え方を継続的に伝えてきたという背景から、同社側から社内外への的確な情報発
信のための意見交換の申し入れをいただきました。

• 2020年11月以降数度にわたり、当社の責任投資の担当者も参加して、投資家が重視するESGを中心とする非財務情報や望ましいESG
情報の開示につき意見の交換を行いました。

• 2021年1月の第二四半期決算資料に、当社との意見交換を踏まえて同社の安井社長
自ら原案を作成した、価値創造プロセスが掲載されました。

• 2021年10月には、SDGsをテーマに安井社長とファンドマネージャーによる対談を実
施しました。

• 一連の当社との取組みや、コロナ禍でも想定以上に業容が拡大するなど同社の成長を
社長ご自身で実感する中で、ESG、SDGsに対する確信度が大きく高まった、と当社に
対してお声をいただいています。

• 今後、人材育成や従業員の経済的自立という当ファンドが想定していた従来の事業領域
レベルを超えて、地方創生、産業構造転換、少子高齢化問題等、広く日本の社会課題を
包括的にアプローチしていく企業へステップアップしていく可能性が高まっています。
会社側からも、改めてパーパスから再考し、組織の在り方、将来的なサクセッションプラ
ンなどを含めた適切な情報開示をしていきたいとのご説明を受けています。
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■ 対話・エンゲージメント事例② 技研製作所（6289）

 企業の課題

 対話・エンゲージメントの実施

 対話・エンゲージメントの結果

• 当ファンドでは、同社（技研製作所）は2011年の東日本大震災以降、長年取り組んできたインプラント工法の有効性が認められ、アムステル
ダムの運河改修工事受託を機にグローバルに通用する企業として、徐々に株式市場におけるプレゼンスを拡大しており、「社会的な課題」の
うち「国土強靭化」の解決に貢献し、世界中で激甚化する自然災害や海面上昇問題から人々の生活を守ることができる企業と評価していま
す。

• 一方、株式市場では、創業社長が交代するなど企業として過渡期にあると認識されており、次の展開を静観されている状況でもあります。
創業社長時代は、顧客や社会に対する意識の高さに比較し、上場企業としての情報開示は充実の余地が大きくあったと認識しています。

• 2代目森部社長には、グローバルカンパニーへの飛躍を前に各種情報の整理や、適切な開示が求められています。そのため、定期的なミー
ティングを通じ、企業価値の向上に向けて下記の3点をご提案・お伝えしてきました。

① 北村会長のカリスマ性による牽引に頼らず、グローバル企業に相応しく組織で運営していく経営スタイルを構築すること
② 企業価値の向上には、統合報告書の策定を通じて、企業の存在意義（パーパス）、ビジョン、価値創造ストーリー、社会的インパクトや

コーポレートガバナンスを整理・発信して、株主を含む全てのステークホルダーの共通認識を醸成することが有効であること
③ 財務の観点では長期海外売上構成の目標を株式市場に提示し、成長のロードマップを示すことが有効であること

• 提案に対し、企業からは、創業から50年が経過し、あらゆる意味で組織を再構築する時期に差し掛かっているとの考えは持っていた。しか
し、知識もノウハウもなく途方に暮れていたところ、長く投資家として同社を分析、投資、評価している当社の視点から様々な意見を頂ける
のは大変ありがたい、とのお言葉をいただきました。

• 情報開示の必要性を認識したため、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）に基づく開示や統合報告書の発行など、情報発信の強
化に向け動いているとのご連絡を受けています。

• 決算説明会を初めて開催したのが201７年8月期決算であり、それまでは開示資料も決算短信のみであった同社が、当社の想定を超える
スピードで経営変革を推進しています。これはグローバルカンパニーへと昇華していくという同社の強いメッセージと評価しています。

• 今後は、同社の成長の実現を最大限サポートしていくため、情報開示に限らず、多面的な対話・エンゲージメントを継続的に実施していく予
定です。
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■ 【ご参考】当ファンドの着目する「社会的な課題」に関連するSDGsのターゲット①

番号 詳細

3.3
2030年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症
に対処する。

3.6 2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。

3.9 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。

3.d すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。

5.5 政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。

7.1 2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。

7.2 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。

7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

7.a
2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのクリーンエネルギーの研究及び
技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。

7.b
2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、内陸開発途上国のすべての人々
に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ拡大と技術向上を行う。

8.1 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。

8.2
高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産
性を達成する。

※ 上記のSDGsのターゲットの詳細は、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の外務省仮訳を抜粋したものです。全文は下記をご参照ください。
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402_2.pdf）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402_2.pdf


番号 詳細

8.3
生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス
改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。

8.5
2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならび同一価
値の労働についての同一賃金を達成する。

9.1
すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼で
き、持続可能かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。

9.2
包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDPに占める産業セクターの割合を大幅に増加させ
る。後発開発途上国については同割合を倍増させる。

9.ｃ
後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供で
きるよう図る。

11.2
2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の
安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。

11.5
2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減
し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。

11.6
2030年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の
悪影響を軽減する。

11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。

11.b
2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した
都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定
と実施を行う。

12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する

りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）

11

■ 【ご参考】当ファンドの着目する「社会的な課題」に関連するSDGsのターゲット②

※ 上記のSDGsのターゲットの詳細は、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の外務省仮訳を抜粋したものです。全文は下記をご参照ください。
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402_2.pdf）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402_2.pdf


番号 詳細

13.1 すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適応力を強化する。

14.2
2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性（レジリエンス）の強化などによる持続的な管理と保
護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。

りそな日本中小型株式ファンド（愛称 ： ニホンノミライ）
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■ 【ご参考】当ファンドの着目する「社会的な課題」に関連するSDGsのターゲット③

※ 上記のSDGsのターゲットの詳細は、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の外務省仮訳を抜粋したものです。全文は下記をご参照ください。
（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402_2.pdf）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/000101402_2.pdf


りそなアセットマネジメントの

スチュワードシップ活動について



りそなアセットマネジメントとESG
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118名約 35兆円約 60年

■ りそなアセットマネジメントとは

• 当社は、りそなグループの資産運用会社として2015年8月に設立されました。2020年1月にはりそな銀
行信託部門の運用機能を集約、国内有数の運用資産規模を持つ運用会社となっています。

• りそなの資産運用の歴史は約６０年にわたります。主に企業年金や公的年金の運用を行う中で、長期的に
持続可能で安定したリターンをご提供するためのノウハウを培ってまいりました。

• りそなグループはリテールNo.1を目指す国内の商業銀行グループです。グループ内外のネットワークと長
年の年金運用で培ってきた運用力を組み合わせることで、真にお客さまに必要とされる商品・サービスを
ご提供してまいります。

※2022年3月末現在

運用資産残高の推移



りそなアセットマネジメントとESG
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■ りそなアセットマネジメントのパーパス(存在意義)

当社が将来世代に対しても提供する豊かさ・幸せを提供するために目指すもの

• 当社のパーパスは「将来世代に対しても豊かさ・幸せを提供」することです。当社は、投資先企業だけでな
く、企業活動の基盤である社会・環境がサステナブルであることが、お客さまからの受託資産を守り、お客
さまのサステナビリティを支えることに繋がると考えています。

• 当社は責任投資活動の実践を通じて、将来世代に対しても豊かさ・幸せを提供するために、当社の考える
「未来のあるべき経済システム像」を実現していくことで、責任ある投資家として、受託者責任を果たして
まいります。

未来のあるべき経済システム像

サステナブル
な環境

企業文化、
企業のパーパス

お客さまのサステナビリティ

サステナブル
な環境

企業文化、
企業のパーパス

インクルーシブ
な社会経済



サステナブルな環境
長期視点からこれまでの直線的な生産・消
費・廃棄モデルから循環型モデルへの転換

企業文化、企業のパーパス
企業文化と企業理念の理解、企業の目的・
役割、取締役会の機能役割の再認識

インクルーシブな社会経済
公平な移行による持続可能な社会を実

現できる社会・経済システム

●サプライチェーンにおける児童労働・強制
労働の対策、労働条件の改善

●サステナブル・フード・サプライチェーン

●ダイバーシティとインクルージョン
労働安全・衛生、従業員のウェルビーイング

<エンゲージメントアジェンダ＞

１

●生物多様性と森林保全

●資源の利用、
資源循環（海洋プラスチック）

●気候変動

●企業倫理/フェアな企業行動、腐敗防止

<エンゲージメントアジェンダ＞ <エンゲージメントアジェンダ＞

2 3

当社のスチュワードシップ活動の目的
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りそなアセットが目指す「未来のあるべき経済システム像」の３つの柱

■ りそなアセットマネジメントが目指す 「未来のあるべき経済システム像」

• 運用機関は、当然ながら資産運用を通じてお客さまの最善の利益を追求する責務があります。同時に、当
社ではお客さまのリターンの拡大を中長期的に図るには、投資先となる企業や、その企業を支える社会全
体や環境のサステナビリティも重要であると考えています。

• 将来世代に対しても豊かさ・幸せを提供するために、お客さまの中長期的なリターンの拡大を図り、企業お
よび社会・環境のサステナビリティも同時に実現する「未来のあるべき経済システム像」を目指し、①インク
ルーシブな社会経済、②サステナブルな環境、③企業文化、企業のパーパスという３つの柱に基づいて、積
極的なスチュワードシップ活動を進めてまいります。



■ マテリアリティ(重要課題)の特定

• 当社は、「未来のあるべき経済システム像の実現」に向けて、マテリアリティ（重要課題）の見直しを継続的に行っています。

• マテリアリティの特定にあたっては、責任投資会議や責任投資検証会議の意見、当社の関連方針、国内外のESGトレンド
（政策動向、ガイドライン、株主提案、インシデント等)を踏まえ、ESG課題リストを作成し、各ESG課題について、サステナ
ビリティ上の重要性と、長期的運用パフォーマンスにおける重要性の２軸による評価を行います。

• この評価基準に基づき、各ESG課題をマップ上に並べ、特に取り組むべきESG課題＝マテリアリティ（重要課題）を特定し
ます。

マテリアリティマッピング

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
上
の
重
要
性

※上記マテリアリティマッピングは、BSRの知見を参考に当社が作成したものです
長期的パフォーマンスにおける重要性

長期的パフォーマンスにおける重要性

サステナビリティ上の重要性

外部機関の知見も取り入れ、客観的な視点か
ら、ESG課題の中でサステナビリティ上の重
要度を点数化し、マッピングを行っています。

その企業にとって、パーパスに沿った取り組
みやすい課題であるか等に着目して評価し、
点数化します。また、特に企業リスクになりう
るものは重要性が高いと位置づけ、マッピン
グを行っています。

当社が考えるESG課題について

17

※上記マテリアリティマッピングは、BSRの知見を参考に当社が作成したものです



■ パッシブ運用におけるスチュワードシップ活動全体のプロセス

（1）エンゲージメントアジェンダの
設定

（2）設定したアジェンダに基づいた
エンゲージメントの実施

（3）対話・エンゲージメント等の結
果を踏まえた適切な議決権行使

• 主にE（環境)とS(社会)に関連するテーマをグローバルイシュー、G(ガバナ
ンス)とD(情報開示)をローカルイシューとして設定します。

• 特にグローバルイシューについてはトップダウンアプローチによって、課題の
絞り込みを行いエンゲージメントアジェンダを決定します。

当社におけるスチュワードシップ活動の全体像について

• エンゲージメントアジェンダやローカルイシューから、活動テーマを設定し、
資産別・テーマに沿ったエンゲージメント手法を選択します。

• また、定量的・定性的に対象企業の選定を行い、エンゲージメントを実施し
ます。

• 実効性・効率性の観点から協働エンゲージメントも活用します。

• 対話やエンゲージメント等の結果を踏まえつつ、当社で定める「グローバル・
ガバナンス原則」や「議決権に関する行使基準」をもとに、適切な議決権行使
を行います。
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マテリアリティの特定/見直し

プ
ロ
セ
ス

• 当社のパッシブ運用におけるスチュワードシップ活動は、ESGの側面から企業の持続可能性の評価・改善を促すアプロー
チをプロセスの中心に据えつつ、適切な課題設定のもとでエンゲージメントを行い、株式市場全体の持続的な引き上げを
図ることを目標としています。

• 目標の達成のため、特定したマテリアリティ（重要課題）を中心に以下のプロセスに従ってスチュワードシップ活動を行っ
ています。



■ ２０２1年度のエンゲージメントアジェンダ

当社のエンゲージメントアジェンダについて
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• マテリアリティ(重要課題)に基づいたグローバルイシューの設定後、当社の考える「未来のあるべき経済システム像」やパ
リ協定・SDGｓなどの「あるべき未来」からバックキャストし、トップダウンアプローチによって数あるグローバルイシューか
らテーマの絞り込みを行うことで、エンゲージメントアジェンダ（グローバルイシュー関連）を決定します。

• 2021年度のエンゲージメントアジェンダは、新型コロナウイルスによるESGの重要性の変化なども勘案し、以下のように
定めています。

２０２1年度のエンゲージメントアジェンダ

気候変動/脱炭素

サステナブル・フード・サプライチェーン/食の持続可能性（ATNI）

生物多様性/森林破壊防止

労働慣行・人権問題

循環経済問題

E

E

E

S

S



■ パッシブ運用におけるエンゲージメント活動について

当社のエンゲージメント活動について

20

活動テーマ

りそなアセット
マネジメント

エンゲージメント
対象企業

インハウス・エンゲージメント

協働エンゲージメント

エンゲージメント
アジェンダ（E・S)

ガバナンス（G)

情報開示（D)

マテリアリティとの
関連・影響度等、
独自の視点で

投資先企業から選定

• 当社は、エンゲージメントアジェンダやローカルイシュー（ガバナンス・情報開示）から活動テーマを設定し、マテリアリティ
との関連度などから定量的・定性的に対象企業の選定を行います。

• また、実効性・効率性の観点からグローバルのプラットフォームを活用した協働エンゲージメントも活用していきます。

• エンゲージメント活動の結果や進捗状況については、社内会議で報告を行うとともに、エンゲージメントレポートを作成し
対外的にはスチュワードシップレポートにてその内容を開示しています。 （詳細は22頁のリンク先をご参照ください）



■ アクティブ運用におけるエンゲージメント活動について

当社のエンゲージメント活動について

21
※当ファンドは、小型株ストラテジーを採用しており、上記投資哲学上のマテリアリティ

に基づいた対話・エンゲージメントを実施しています。詳細は7頁をご覧ください。

アクティブ運用における独自の投資哲学に基づくESGの取組み

資産/
ストラテジー

投資哲学上の
重要な課題

パフォーマンス
への主なパス

インテグレーションと
対話・エンゲージメントのポイント

株
式

バリュー
企業の構造改革

割安理由
インテグレーション
エンゲージメント

• 企業価値向上への経営者の意識
• コーポレートガバナンス
• 課題認識と対応施策の妥当性

小型株※ 社会の構造変化
経営者

インテグレーション
エンゲージメント

• 社会構造の変化と企業成長の関わり
• 経営者の理念

グローバル
企業

競争力の継続的向上
インテグレーション
エンゲージメント

• 企業アイデンティティに親和する戦略
• 戦略実行の仕組みと企業文化
• 継続的改善への取組み

市場株 利益成長の持続性
インテグレーション
エンゲージメント

• 社会的要請・課題と企業の関わり
• 資本市場との対話のあり方

クオンツ 企業の持続可能性 インテグレーション • 価値創造プロセスへのESGの織り込み度合い

インパクト
投資

サステナブル目標
インテグレーション
エンゲージメント

• 気候変動に関するエンゲージメント・テーマ
• 持続可能で住みよい日本社会実現のためのエン

ゲージメント・テーマ

債券クレジット
財務安定性

持続的な資金調達
インテグレーション
エンゲージメント

• 長期的・安定的なキャッシュフローの創出
• 債券投資家への情報開示

• 当社では、パッシブ運用においてエンゲージメントアジェンダに沿ったエンゲージメント活動を行うことに加え、アクティブ
運用においては、より一層の企業価値向上の観点から、各プロダクトごとの独自の投資哲学に基づいた対話エンゲージメ
ントを行っています。



■ 議決権行使の具体的なプロセス

当社の議決権行使について

22

①議決権行使基準を責任投資会議で協議、決定します。

②個別議案の議決権行使は、①で決定した行使基準に基づき責任投資部長が行使内容を決定します。
特に重要な議案については責任投資会議で協議を行います。

③責任投資検証会議において行使内容の検証を行います。

■ エンゲージメント・議決権行使の活動内容開示

• 当社は、投資先企業のコーポレートガバナンス向上に重要な責任を負い、投資先企業を通じて環境・社会に大きな影響を
及ぼしていること、また、それらの変化は当社の運用成果にも影響を及ぼすものであると認識しています。

• このような認識のもと、内外株式を横断した「グローバル・ガバナンス原則」と、内外株式それぞれの「議決権に関する行使
基準」を制定し、対話・エンゲージメント等の結果を踏まえたうえで以下のようなプロセスに沿って適切な議決権行使を行
っています。

【協働エンゲージメント等の取組状況】
https://www.resona-am.co.jp/investors/engagemento_katsudou.html

【エンゲージメントレポート】 （スチュワードシップレポートの60頁以降をご参照ください。）
https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2021-2022.pdf

【議決権行使の取組状況】
https://www.resona-am.co.jp/investors/giketuken.html

https://www.resona-am.co.jp/investors/engagemento_katsudou.html
https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2021-2022.pdf
https://www.resona-am.co.jp/investors/giketuken.html


信託財産等の運用にあたっては、投資先企業の財務情報に加え、環境・社会・企業統治（ESG：
Environment, Social and Corporate Governance）にかかる課題への対応を含む非財務情報に
ついても十分に把握・分析し、中長期的視点から企業の価値向上や持続的成長を促します。これらを通じて
信託財産等の価値の増大に努めます。

■ 責任投資にかかる基本方針

■ スチュワードシップ活動概要

責任投資にかかる基本方針における具体的な取り組みとして、「投資の意思決定プロセスへのESGの組込
み」、「建設的な対話・エンゲージメント」、「適切な議決権行使」を行っています。
当社は、これらの活動によって企業価値の向上とお客さまのリターンの拡大の両立を目指し、ひいては、「未
来のあるべき経済システム像」の実現を目指してまいります。

未来のあるべき経済システム像へ

【ご参考】当社のESG投資の方針・体制について
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スチュワードシップコードの方針に
沿った取組みの達成状況を評価し、
改善点や課題を報告することで次
年度の活動につなげています



■ スチュワードシップ活動体制

受託者としてのスチュワードシップ責任を適切に果たし、投資先企業の成長に資する取組み、並びに持続可
能な社会への実現への取組みが行えるよう、「責任投資会議」を中心に当社資産運用部門の知見を結集して
活動を行っています。

責任投資
ミーティング
(週次)

社長・資産運用部門の
主要メンバー

(担当役員・部長等）

責
任
投
資
会
議
の
協
議
議
案
へ
反
映

責任投資
ミーティング
(週次)

社長・資産運用部門の主要メンバー
(担当役員・部長等）

■ スチュワードシップ活動の状況開示

【責任投資にかかる基本方針】
https://www.resona-am.co.jp/about/ri_kihon.html

【スチュワードシップ活動全体についての報告】
https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2021-2022.pdf

責任投資部

パッシブ・エンゲージ
メントの主体としての

視点・情報

株式運用部

債券運用部

アクティブ・エンゲージ
メント主体としての視

点・情報

投
資
先

【ご参考】当社のESG投資の方針・体制について
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責任投資
ミーティング
(週次)

社長・資産運用部門の主要メンバー
(担当役員・部長等）

責任投資会議
PDCAサイクルを推進する中心的なプラットフォーム

議長：社長

社外有識者 水口 剛教授 各運用部（株式・債券）

・知見

・牽制機能

・アクティブエンゲージメント
主体

会議構成メンバー

責任投資部 コンプライアンス部門

・責任投資会議事務局

・パッシブ・エンゲージメント主体

・議決権行使

・牽制・監督機能

責任投資検証会議 モニタリング機能

https://www.resona-am.co.jp/about/ri_kihon.html
https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2021-2022.pdf


25

ファンドの目的・特色など

 ファンドの目的

信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行います。

 ファンドの特色
①ＲＭ国内株式アクティブ中小型マザーファンドを通じて、国内の金融商品取

引所に上場されている*中小型株式への投資を行います。

②社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決にビジネスの観点か
ら取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選し
て投資を行います。

 運用プロセスのイメージ

※当ファンドは15～50銘柄程度でポートフォリオを構築することを想定しており、保有する1銘柄あたり
の株価変動がファンドの基準価額に大きく影響する場合があります。また、中小型株式に投資する場合
は大型株式に投資する場合と比較して流動性リスクおよび信用リスクが大きくなる場合があり、当ファ
ンドの基準価額は株式市場全般の動きから大きく乖離することがあります。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。
※資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場

合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない
場合があります。

* 上場予定を含みます。

国内全上場銘柄

投資対象銘柄（中小型株式）
（約2,500銘柄）

調査対象銘柄
（約600銘柄）

投資候補銘柄
（100～150銘柄）

ポートフォリオ
（15～50銘柄）

定量面（時価総額・流動
性等）、定性面（信用懸
念等）から、投資可能銘
柄を抽出します。

投資可能銘柄の選定

SDGsを考慮し、社会的
な課題に起因する需要
サイドの持続的なニーズ
に着目した「投資アイデ
ィア」に基づき、調査対
象銘柄を選定します。

調査対象銘柄の選定

投資アイディアの深掘り
や企業取材等を通じ、成
長魅力度や経営者魅力
度、下値硬直性等を判
定した上で銘柄を厳選
し、より魅力度の高い銘
柄の投資割合を高めて
ポートフォリオを構築し
ます。

投資候補銘柄の厳選・
ポートフォリオの構築

対話・エンゲージメント

社会の構造変化に伴い生
じた社会的な課題に起因
する需要サイドのニーズ

関連企業

有望市場・商品
投
資
ア
イ
デ
ィ
ア

 ＳＤＧｓを考慮して投資アイディアと投資先企業を選定することで、ＳＤＧｓ
の達成をはじめとした社会的な課題の解決に貢献する日本の中小型銘柄
によってポートフォリオを構成します。

社会的な課題のSDGs
との関連性にフォーカス
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投資リスクなど

 その他の留意点

 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファン
ドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおい
ても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすこと
があります。

 当ファンドは、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
およぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の
お支払いが遅延する可能性があります。

 分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が
減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計
算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、
計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額に
よっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な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。

 分配方針
原則、毎年6月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、以下の収益分配方

針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。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があります。
③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 投資リスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値
動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はす
べて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま
の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損
失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯
金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがありま
す。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎
重にご判断くださいますようお願いします。

市場
リスク

株価変動
リスク

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それ
らに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した
場合は、基準価額の下落要因となります。

信用リスク

実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体
の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当
該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、
基準価額の下落要因となります。

流動性リスク

時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取
引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買
により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期待できる価
格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場
合、基準価額が下落する要因となります。

なお、当ファンドは15～50銘柄程度でポートフォリオを構築することを想定しており、保有する1銘柄
あたりの株価変動がファンドの基準価額に大きく影響する場合があります。また、中小型株式に投資す
る場合は大型株式に投資する場合と比較して流動性リスクおよび信用リスクが大きくなる場合があり、
当ファンドの基準価額は株式市場全般の動きから大きく乖離することがあります。

* 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。
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お申込みメモなど

 お申込みメモ

購入単位
最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位としま
す。詳しくは販売会社にご確認ください。

購入価額 購入申込受付日の基準価額（１万口当たり）

換金単位
最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にご確認ください。

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控除した価額
（１万口当たり）

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。

申込締切時間
原則として、購入・換金のお申込みについては、各営業日の午後3時ま
でに受け付けた分（販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日
のお申込み分として取扱います。

換金制限
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金には制限を設ける場
合があります。

購入・換金申込
受付の中止
および取消

金融商品取引所等における取引停止、決済機能の停止、その他やむを
得ない事情が発生した場合には、購入・換金のお申込みの受付けを中止
することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取消すことがあ
ります。

信託期間 無期限（2018年9月28日設定）

繰上償還

次のいずれかの場合には、委託会社は事前に受益者の意向を確認し、
受託会社と合意の上、繰上償還することができます。
◦ 信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
◦ 繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
◦ やむを得ない事情が発生したとき。

決算日 年１回決算 6月25日(休業日の場合は翌営業日)

収益分配

原則として年１回の決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
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があります。
※ファンドには、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。

販売会社によりどちらか一方のコースのみの取扱いの場合があるた
め、詳しくは販売会社にご確認ください。

信託金の限度額 500億円

課税関係

当ファンドは課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資
信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）」および「ジュニアNISA
（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
あります。益金不算入の適用はありません。税法が改正された場合など
には、変更となることがあります。
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ファンドの費用など

 ファンドの費用

 お客さまが直接的にご負担いただく費用

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に対して、年率1.98％(税抜1.80％)を乗じて
得た額とします。
信託期間を通じて毎日費用として計上され、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、信託財産から支払
われます。

※ 運用管理費用の配分には、別途消費税等相当額がかかります。

その他の
費用・手数料

監査費用、有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、先物取引・オプ
ション取引等に要する費用、信託財産に関する租税および信託事務の
処理に必要な費用等（これらの消費税等相当額を含みます。）は、その
都度（監査費用は日々）ファンドが負担します。これらその他の費用・手
数料は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限
額またはその計算方法の概要等を記載することができません。

運用
管理
費用
の

配分

支払先 配分 主な役務

委託
会社

年率
0.885％

ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開
示資料作成等の対価

販売
会社

年率
0.885％

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、購入後の情報提供等
の対価

受託
会社

年率
0.030％

運用財産の管理、委託会社からの指図の実
行の対価

 お客さまが間接的にご負担いただく費用

※左下記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、
上限額等を事前に示すことができません。

購入時 購入時手数料

購入価額に2.2％（税抜2.0％）を上限として、販売会
社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じた額です。詳
しくは販売会社にご確認ください。
※ 購入時手数料は、商品や関連する投資環境の説明・

情報提供等、および購入に関する事務コストとして
の対価です。

換金時 信託財産留保額
換金申込受付日の基準価額に0.3％を乗じて得た額
を換金時にご負担いただきます。

 販売会社について

当ファンドを取扱う販売会社は以下をご覧ください。
https://www.resona-am.co.jp/fund/120009/sales.html

 当資料についての留意事項
 当資料は、りそなアセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあ

たっては、投資信託説明書（交付目論見書）および一体としてお渡しする「目論見書補完書
面」等を販売会社よりお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。

 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割込むこと
があります。

 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
 投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象

ではありません。また証券会社以外でご購入された場合は、投資者保護基金の対象にはな
りません。

 投資信託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。

 当資料は、当社が信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完
全性を保証するものではありません。

 運用実績等の記載内容は過去のものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではあ
りません。また、将来の市場環境の変動等により、運用方針が変更される場合があります。

 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他の一切の権利
は、その発行者および許諾者に帰属します。

 当資料の記載内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

https://www.resona-am.co.jp/fund/120009/sales.html

