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ファンドのポイント

米国の小型株を主要投資対象とします。
成長を続ける世界経済のけん引役として拡大を続ける米国経済、その恩恵をより多く
受ける小型株市場に投資を行います。

運用はドリーハウス・キャピタル・マネジメントが行います。
米国小型株運用で、約40年の運用実績を誇るドリーハウス・キャピタル・マネジメント
が運用を行います。ドリーハウス・キャピタル・マネジメントは、以下の「成長カテゴ
リー」に基づいてリサーチの焦点を絞り込み、銘柄ごとに特定の投資テーマを決定し
ます。

「成長カテゴリーのイメージ」

ダイナミックな成長
画期的なビジネスモデル
やテクノロジーに基づい
て差別化された、独自の
製品・サービス等によって
成長が期待できる企業
群。

循環的な成長
景気およびプロダクトの
サイクルと連動して成長
し、マクロやセクターの
状況変化によって成長率
の加速が期待できる企
業群。

一貫した成長
市場における堅固なポジ
ショニングと、持続可能な
競争優位性により、ロイ
ヤリティなどの安定した
収益が期待できる銘柄
群。

POINT

1

POINT

2

成長度

新規株式公開 時間経過公開

ダイナミックな成長 循環的な成長 回復過程の成長

一貫した成長

回復過程の成長
業績回復過程のため市
場の期待が低く割安に
評価されているが、潜在
的な成長率が高いこと
から魅力的な投資対象
となり得る企業群。
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世界経済の成長と共に株式市場も大きくなり、米国株式市場も順調に
拡大しています。

世界の名目GDPと時価総額
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■ 世界の名目GDP 世界の株式時価総額＊ 米国の株式時価総額＊

※データ期間（1980年～2018年）
＊当該国の証券取引所に上場している国内企業の株式時価総額合計値
[出所] 世界銀行、IMF発表のデータよりＳＢＩアセットマネジメント作成

米国のＧＤＰ（国内総生産）は世界全体の約4分の1を占めています。米国
が世界経済の中心であり大きな影響力を持っていることが分かります。

世界各国の名目GDP（2018年）

13.4兆米ドル

20.5兆米ドル5兆米ドル
4兆米ドル

日本の
約4倍

※世界のGDP：84.9兆ドル
[出所] ＩＭＦ（国際通貨基金）発表のデータよりＳＢＩアセットマネジメント作成
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世界経済のけん引役である米国企業の業績も、世界経済の成長と連動
して堅調な推移が期待されます。

米国株のパフォーマンスとEPS（1株当たり利益）の推移
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■ EPS（右軸） S&P500指数（左軸）

※S&P500指数は2009年12月末～2019年8月末の日次データ、EPSは2010年～2021年の年次データ
※2019年以降のEPSはBloombergが集計したアナリスト予想値
[出所] BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成

米国企業のEPS（1株当たり利益）も堅調に推移する中で、失業率も過去
最低水準となり個人の消費が促されるという循環が今後も継続していく
と考えられます。

米国景気拡大の流れ

個人消費
・底堅く推移する消費者
物価指数や小売売上高

雇　用
・失業率は過去最低水準
・賃金も安定推移

企業業績
・企業業績は堅調に推移
・EPSの成長から株価も
手堅く推移
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米国株の中でも特に小型株市場は国内事業に軸足を置く企業が多く、
景気拡大の恩恵を受けることが期待されます。

米国の小型株及び大型株のEPS推移
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予想値■ 米国小型株 ■ 米国大型株

※データ期間（2006年12月末～2021年12月末）
※EPSは各年の12月末の数値を用い、2006年を100として指数化
※2019年以降のEPSは、Bloombergが集計したアナリスト予想値
※米国小型株：ラッセル2000インデックス、米国大型株：ラッセル1000インデックス
[出所]BloombergよりSBIアセットマネジメント作成

小型株企業は大型株企業と比較して担当アナリストの数が少なく、入手
できる情報は圧倒的に限られています。こうした小型株市場はプロフェッ
ショナルによる徹底的な調査活動が非常に有効な分野となります。

米国の時価総額別企業数と平均担当アナリスト数

150億米ドル以上

25億米ドル以上
150億米ドル未満

25億米ドル未満

アナリスト数平均
約23人

アナリスト数平均
約12人

アナリスト数平均
約6人

374社

826社

1,788社

大

小

時
価
総
額

※2019年8月末時点のラッセル3000インデックスの構成銘柄ベースで算出
※担当アナリスト数が不明な企業などは除外
[出所] BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成
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ドリーハウス米国小型成長株戦略（コスト控除前円ベース）
NYダウ工業株30種

1997年10月
アジア通貨危機

1987年10月
ブラックマンデー

1991年2月
日本経済のバブル崩壊

ドリーハウス米国小型成長株戦　
（1979年12月末を

※期間※期間※期間※期間※期間※期間※期間（19（19（19（（19（19（19979年79年79年79年79年79年79年79 12月12月12月12月22 末～2末～2末～2末～2末～2末～2～2末 019019019019010101919901990 年8月年8月年8月8月8月8月月年年8月末）末末末）末）末末末末）末末末
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同一戦略ファンドのパフォーマンス

上記はあくまで過去の実績であり、将来の

同同同同同同同同期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間ののののののののののののNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYダダダダダダダダダウウウ工工工工工工工工工工業業業業業業業業業業業業株株株株株株株株株株株株株333333333000種種種種種種種種種種種種種平平平平平平平平平平平平平平平均均均均均均均均均均均均均均均均均均はははははははははははははははははは約約約約約約約約約約約約約約約約約約約約33333333333332222222222222222倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍

同一戦略ファンドの資産価値の変化

1979年12月末に
投資開始

10年後
（1989年12月末）

20年後
（1999年12月末）

米ドルベース 1万米ドル 10万米ドル 180万米ドル

円換算ベース 100万円 627万円 7,679万円
上記金額は、1979年12月末に「同一戦略ファンド」に1万ドル、100万円投資した場合のそれぞれの変化率を基に試算したものです。
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2000年12月 2003年12月 2006年12月 2009年12月 2012年12月 2015年12月 2018年12月

2000年10月
ＩＴバブル崩壊

2011年～
欧州債務危機

2015年
チャイナショック

2008年9月
リーマン・ショック

略（円ベース）のパフォーマンス
100として指数化）

投資成果をお約束するものではありません。

30年後
（2009年12月末）

現在
（2019年8月末）

121万米ドル 575万米ドル

4,694万円 25,439万円
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会社概要
ドリーハウス・キャピタル・マネジメント（以下、ドリーハウス社）は、リチャード・ドリーハウス
を創業者とする米国シカゴの独立系投資顧問会社で、機関投資家および富裕層向けに
成長株投資戦略およびオルタナティブ投資戦略を提供しています。

以下、9名の運用チームは、ドリーハウス米国小型成長株ファンドに関する投資アイデアの創造や
ポートフォリオ構築、銘柄選定、リスク管理を含む、ポートフォリオの管理・運用を担当しています。

経験豊富なシニアアナリストが運用をサポート
（各メンバーのドリーハウス社での経験年数合計は50年超）

●設立：1982年
●本社：米国シカゴ
●運用資産総額：81億ドル（2018年9月末現在）

●投資プロフェッショナル：35名
●従業員数：約100名

ポートフォリオの管理・運用

Jeff James
ポートフォリオ・マネージャー
在籍期間：1997年～

Michael Buck
アシスタント・ポートフォリオ・マネージャー

シニアアナリスト
（一般消費財、生活必需品、金融）

在籍期間：2002年～

Michael Caldwell
シニア・アナリスト

（ヘルスケア、バイオテクノロジー）
在籍期間：2008年～

Prakash Vijayan（CFA）
シニア・アナリスト（IT、通信）
在籍期間：2010年～

Ben Olien（CFA）
シニア・アナリスト

(素材、エネルギー、資本財)
在籍期間：2005年～

Alex Munns
シニア・アナリスト

(ヘルスケア、バイオテクノロジー)
在籍期間：2015年～

Ryan Lowery
アナリスト/ゼネラリスト
在籍期間：2014年～

Maximilian Heitner
リスク管理責任者
在籍期間：2010年～

Michael So
クオンツ・リスク・アナリスト
リスクマネジメント
在籍期間：2015年～

投資アイデアについて自律的な思考を促すため、運用チームの組織
構造は、フラットになっています。
また、運用チーム専属のトレーディング部門や幅広い調査能力が
収益の源泉となっています。
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1. 「長期的に株価を決めるのは、会社の利益」
ビジネスモデル、成長力、経営陣の調査・分析により、長期的なリターンをもたらす
小型成長株を選別

2. 「市場の非効率性こそリターンの源泉」
投資家のバイアスにより市場で過小評価された小型成長株をピックアップ
銘柄ごとに4つの成長カテゴリーに分類、特定の投資テーマを決定

3. 「トレーディングによる超過収益の獲得」
変動率の高い小型成長株を機動的に売買することにより、リスクを低減しつつ、
リターンの向上を実現

投資哲学・運用戦略

投資ユニバース
約1,600銘柄

さらなる分析対象銘柄
約1,000銘柄

注目銘柄リスト
通常約300銘柄

 ポートフォリオ
通常約80～120銘柄

流動性と時価総額によるスクリーニング

・日次平均取引量が100万米ドル以上
・時価総額が5～50億米ドル程度

ファンダメンタル及び定量的スクリーニング

・利益及び売上の成長率
・利益及び売上の成長率の変化度合
・利益、売上、EBITDA※の修正
・利益、売上、EBITDA※のサプライズ
・相対的な株価、ボリュームの強さ、
株価のモメンタム

※EBITDAとは
Earnings Before Interest Taxes Depreciation 
and Amortizationの略です。
税引前利益に支払利息や減価償却費を加えて算出される
利益を指します。金利水準、税率、減価償却方法などは
国によって異なるため、国際的企業の収益力は一律に
比較することはできませんが、EBITDAはその違いを最
小限に抑えて利益の額を表すことを目的としており、企
業などの収益力を比較・分析する際に用いられます。＊上記のプロセスは、今後変更になる場合があります。

景気や相場環境にかかわらず、長期的に高いリターンを追求
【銘柄選定プロセス】

独自の個別銘柄分析（ボトムアップ・アプローチ）により、米国小型株の成長率の変化をいち早く
発見・活用します
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組入れ上位5銘柄 ～2019年8月末時点～

銘柄 業種 概要 組入比率

Everbridge, Inc./
エバーブリッジ 情報技術

2008年設立の緊急イベント対策用ソフト提供企業。自然災害、紛争、サイバー攻撃、ITサービス
切断など、安全が脅かされたり通常業務が遮断されるような脅威データを検知・集約・リスク評価
した上で、事前に定義された通信プロセスを実行するプラットフォームを提供。

2.3%

Zscaler,Inc. /
ゼットスケーラー 情報技術

2007年設立のITサービス・ソフトウェア企業。クラウド型による インターネット・セキュリティ・
プラットフォームの提供に従事。ウェブやモバイルのセキュリティ、脅威の防止、クラウド・アプリ
ケーションの認識、およびクラウド対応のネットワーク構築のための各ソリューションを手掛ける。

2.3%

Alteryx, Inc. Class A/
アルテリックス 情報技術

1997年設立のソフトウエアの設計・開発会社。主にビジネスにおける組織や収益のデータ分析
のセルフサービスを可能にするプラットフォームを提供。一般企業、投資サービス、小売、旅行
関連など幅広い顧客層を持つ。

2.2%

FTI Consulting,Inc./
FTIコンサルティング 資本財

1982年設立の経営コンサルティング会社。企業財務 、再編、経済、法律・訴訟、戦略的コミュニ
ケーション、技術関連のコンサルティングサービスを手掛ける。主なサービスは、再編、倒産
および業績改善、独禁法、事業価値評価および知的財産、法廷用会計監査、社内コミュニケー
ション、コンピューター犯罪など。

2.0%

Inspire Medical 
Systems,Inc./
インスパイア・メディカル・
システムズ

ヘルス
ケア

2007年設立の医療機器メーカー。閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）の患者に対する低侵襲
ソリューションの開発・商品化に従事する。同社は、中程度から重度の睡眠時無呼吸症を治療
するため、安全で効果的な神経刺激技術の「Inspire」システムを提供する。

1.9%

ポートフォリオの構成 ～2019年8月末時点～
【業種別の投資比率】 【時価総額別投資比率】

※上記は将来の組入を約束するものではありません、また個別銘柄の推奨を目的とするものではありません。
※四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。
※ドリーハウス社が米国内で運用をしている同戦略のファンドのFact Sheetを基に作成しています。
[出所]ドリーハウス社の情報を基にＳＢＩアセットマネジメントが作成

情報技術
33.4％

その他　2.1％
不動産　2.1％

金融　3.6％

生活必需品　3.0％

資本財
13.5％

一般消費財・
サービス
18.6％ ヘルスケア

23.2％

現金
0.5％ 150億ドル超

4.8％

25億ドル～150億ドル
66.7％

25億ドル以下
28.5％
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ファンドの目的
本ファンドは、米国の小型株式（預託証書（DR）を含みます。）を投資対象とし、信託財産
の中長期的な成長をめざして運用を行います。

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している
小型株式等に投資※を行います。
※小型株式等への投資は、「SBI米国成長株・マザーファンド」（以下、「マザーファンド」という場合があり
ます。）受益証券を通じて行います。

ボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を厳選します。
流動性と時価総額によるスクリーニングを行い、利益、売上の成長率及び株価のモメンタム※等に着目し、原
則として80～120銘柄程度に分散投資します。
※モメンタムとは、相場の勢い（強弱）や方向性を判断する指標の一つです。

株式等の運用は、ドリーハウス・キャピタル・マネジメントLLC（ドリーハウス社）
が行います。
マザーファンドの株式等の運用指図に関する権限をドリーハウス社に委託します。
ドリーハウス社は、リチャード・ドリーハウス氏を創業者とする米国シカゴの独立系投資顧問会社で、機関投資家
及び富裕層向けに成長株投資戦略やオルタナティブ投資戦略を提供しています。

設立：1982年
本社：米国シカゴ
免許等：米国SEC（証券取引委員会）に登録

投資プロフェッショナル：約35名
従業員数：約100名

運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合があり
ます。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。ファミリーファンド方式とは、投資信託（ベビーファンド）の
資金をまとめてマザーファンドと呼ばれる投資信託に投資し、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

投
資
者（
受
益
者
）

申込金

分配金
換金代金
償還金

投資

損益

投資

損益

ＳＢＩ米国小型成長株ファンド
（愛称：グレート・スモール）

＜マザーファンド＞

ＳＢＩ米国成長株・
マザーファンド

＜ベビーファンド＞

米国の
小型株式等

1

2

3

4

ファンドの仕組み

資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があり
ます。
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 ●年2回（5月と11月の各25日。休業日の場合は翌営業日）決算時に分配を行います。
 ●分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
 ●分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を
行わないことがあります。

＊将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
③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。
④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

分配方針

主な投資制限
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基準価額の変動要因
本ファンドは、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。また、外貨建資産には
為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の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、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて
投資者の皆様に帰属します。
また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあり
ます。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。

主な変動要因

株価変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反
映して変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受
け損失を被ることがあります。特に投資する小型株式等の価格変動は、株式市場全体の平均に比
べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。

為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。本ファンドが保有する外貨建資
産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場
合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、本ファンドの基準価額
を下げる要因となります。

信 用 リ ス ク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含
む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、これにより本ファンドの基準価額が影響を
受け損失を被ることがあります。

流 動 性リスク

株式を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等に
より十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リス
クといい、本ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動
性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場
合、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。

その他の留意点
• 本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。
• 投資信託は預金や保険契約と異なり、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。
• 銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
• 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本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。
• 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となりま
す。
• 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点があります
が、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた場合など
には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。

リスクの管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて
行っています。なお、デリバティブ取引については、社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行われている
かを日々モニタリングを行っています。
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お申込みメモ

購 入 単 位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購 入 価 額
当初申込期間：1口当たり1円
継続申込期間：購入申込受付日の翌営業日の基準価額
（ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）

購 入 代 金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 単 位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額となります。

換 金 代 金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降のお支払いとなります。

購 入・換 金 申 込
受 付 不 可 日

次のいずれかに該当する場合は、購入・換金のお申込みの受付を行いません。
ニューヨークの証券取引所の休業日、ニューヨークの商業銀行の休業日、委託会社の指定する日

申 込 締 切 時 間
原則として、午後３時までとします。なお、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の受付分として
取扱います。
※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。

購入の申込期間
当初申込期間：2019年11月14日（木）～2019年11月28日（木）
継続申込期間：2019年11月29日（金）～2021年2月25日（木）
※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

換 金 制 限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約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
及 び 取 消 し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、購入・換金（解約）の申込の受付を中止すること及び既に受付けた購入・換金
（解約）の申込の受付を取消す場合があります。

信 託 期 間 2029年11月26日（月）まで（設定日：2019年11月29日（金））
信託期間の延長が有利であると認めたときは、信託期間を延長する場合があります。

繰 上 償 還
次の場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。
・ 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・ ファンドを償還させることが受益者のために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２回（5月と11月の各25日。休業日の場合は翌営業日）
初回決算は、2020年5月25日（月）となります。

収 益 分 配 年2回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※販売会社によっては分配金の再投資コースを設けています。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託金の限度額 5,000億円

公 告 原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/

運 用 報 告 書 毎決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社より交付します。

課 税 関 係

課税上は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、少額投資非課税制度及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、益金不算入制度の適用はありません。
※ 税制が改正された場合には、変更となる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることを
お勧めします。
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ファンドの費用・税金

■投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が独自に定める
手数料率を乗じた額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。

購入時の商品説明、情報提供
及び事務手続き等の対価

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.３％を乗じた額をご換金時
にご負担いただきます。

換金に伴う有価証券売買委託
手数料等の費用

■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 ）

信託報酬は、①基本報酬と②実績報酬の総額とします。なお、信託報酬は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。
①基本報酬
ファンドの日々の純資産総額に年1.5675％（税抜：年1.425％）を乗じて得た額が毎日計上され、基準
価額に反映されます。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

＜基本報酬の配分（税抜）＞
支払先 料率 役務の内容
委託会社 年0.80％ ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価

販売会社 年0.60％ 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及び事務手続き等の対価

受託会社 年0.025％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
＊上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
＊ 委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図権限の委託先への報酬（年0.50％）が含まれています。
②実績報酬
実績報酬控除前の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合、その超過額の11％（税抜10％）が
毎日計上され、基準価額に反映されます。
実績報酬はファンドの運用実績に応じて委託会社（運用指図権限の委託先を含みます。）が受領します。

◆ハイ・ウォーター・マークについて◆
ハイ・ウォーター・マークとは、川などに設置してある目盛が付いた水位標（最高水位線）のことで、ハイ・ウォー
ター・マーク方式による実績報酬は、一定時点毎の基準価額が過去の一定時点における最高値を更新した
場合に、その更新した額に対して一定の計算式で実績報酬を受領する仕組みをいいます。
本ファンドにおけるハイ・ウォーター・マークは、次のとおりです。
（ⅰ） 設定日から第１計算期間末まで：10,000円（１万口当たり）
（ⅱ） 上記（ⅰ）以降：

毎計算期間末において、当該日の基準価額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌
営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・
マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・
マークは収益分配金を控除した価額に調整されるものとします。

（ご参考）
実績報酬算出期間 ハイ・ウォーター・マーク 算出期間末基準価額

設定日（2019年11月29日）～
2020年5月25日まで 10,000円 ー

＜実績報酬にかかる留意事項＞
 ●日々算出・公表される基準価額は、実績報酬控除後の価額です。したがって、換金される際に、換金時の基
準価額からさらに実績報酬が差し引かれるものではありません。
 ●実績報酬は、毎計算期末にファンドから支払われますが、この場合も実績報酬は既に費用計上されてい
るため、さらに実績報酬が差し引かれるものではありません。

その他の費用
及 び 手 数 料

ファンドの監査費用、有価証券等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用、保管費用等本
ファンドの投資に関する費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用、開示書類等の作成
費用等（有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用等）が信託財産から差引
かれます。
＊ これらの費用は、監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができ
ません。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、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。

ファンドの費用
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税金は以下の表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法などにより異なる場合があります。

時　　期 項　　目 税　　金

分配時 所得税※及び地方税 配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

換金(解約)時及び
償還時 所得税※及び地方税 譲渡所得として課税

換金(解約)時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％
※復興特別所得税を含みます。

● 上記は2019年8月末現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
● 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得
が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

● 2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
● 法人の場合は上記とは異なります。
● 税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。

税金
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