
作成日：2019年6月6日
新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

販売用資料

1

アメリカン・ドリーム・ファンド
米国株式市場の見通し

巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

⽶国の中⼩型成⻑株は、景気後退観測が台頭する中で⽶国連邦準備制度理
事会（FRB）が利上げを継続したこと等が嫌気され、2018年末にかけて⼤
きく下落しました。年明け以降は、業績拡⼤と株価の割安感に注⽬が集まっ
たことで積極的に買い戻され、3⽉初旬にはラッセル2000グロース指数(配
当込み)は年初来で＋20%超と、S&P500種株価指数(配当込み)を⼤幅に上
回る上昇となりました。しかし、3⽉以降は利益確定売りに押されて伸び悩
み、5⽉に⼊ると⽶中貿易摩擦が再燃したことで投資家のリスク回避姿勢が
強まり、⼤型株と⽐べて相対的に流動性の低い中⼩型成⻑株は軟調に推移し
ています。

2019年のラッセル2000グロース指数とS&P500種株価指数の推移

＊ 2018年12月31日を100として指数化しています。
＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

近の米国株式市場の動向を受けて、当ファンドのマザーファンドである米国小型成長株マザーファンド（以下、

「マザーファンド」）を実質的に運用しているRSインベストメンツからのコメントをもとに、米国株式市場の見通しに関

するレポートを作成しましたのでご覧下さい。

＜RSインベストメンツ社からのコメント（2019年6月4日現在）＞

（次⾴に続く）
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販売用資料

2巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

⾜下の⽶国株式市場は、個別企業のファンダメンタルズと関係ない理由で
株価が下落する局⾯が多く⾒受けられると考えています。このような局⾯は、
マザーファンドにとって、⾼成⻑な中⼩型株に割安なバリュエーションで投
資できる絶好の機会とみています。IoT(モノのインターネット)、クラウド、
フィンテック、バイオテクノロジーといった分野は技術⾰新が特に活発で、
⾶躍的な業績拡⼤を実現できる中⼩型成⻑企業が多数存在しています。

当ファンドが現在注目する高成長分野

家電をはじめ、あらゆる「モノ」をインターネットへ接続：
(組入銘柄) IoT実現に不可欠な半導体を製造するシリコン・ラボラ
トリーズ等

インターネットを通じて大量且つ様々なデータやソフトウェアを利
用できるサービス：
(組入銘柄)経費管理ソフトウェアを提供するクーパ・ソフトウェア等

IT技術を活用した利便性の高い金融サービス：
(組入銘柄) 収入や資産に応じて最適なローンを選別できるサイト
を運営するレンディングツリー等

遺伝子解析等の最新技術を用いて、難病を根治する画期的な新
薬を開発：
(組入銘柄) 希少疾患やリウマチ治療薬等を開発するホライゾン・
セラピューティクス等

IoT
（モノのインターネット）

クラウド
（Cloud）

フィンテック
（FinTech）

バイオテック
（BioTech）

（次⾴に続く）

例えば、バイオテック企業の具体的な投資事例として、ホライゾン・セラ
ピューティクスが挙げられます。同社は2008年に設⽴された新興の製薬企
業で、希少疾患やリウマチ治療薬等を開発しています。同社の主⼒製品は、
尿素サイクル異常症治療の経⼝薬「Ravicti」です。尿素サイクルとは、主
に肝臓において体内で発⽣する有毒なアンモニアを無毒な尿素に変える経路
のことで、尿素サイクル異常症は、同サイクルの代謝系に先天的な異常があ
る為に発症する遺伝性希少疾患です。症状として、嘔吐、多呼吸、痙攣等が
⾒られ、命に関わる重篤な状態になることもあります。
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販売用資料

3巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

⼀⽅、開発中の新薬については、眼球突出や眼瞼後退等の症状を引き起こ
す甲状腺眼症の治療薬「Teprotumumab」等があります。現地の2019年2
⽉28⽇に発表された同薬のフェーズ3臨床試験結果が⾮常に良好だったこと
から、株価は1⽇で33%の急騰となりました。

但し3⽉以降は、利益確定売りや、国⺠皆保険制度に関する議論が活発化
しつつある中で医薬品への価格圧⼒が強まることが不安視され株価は軟調に
推移していますが、既存薬の販売拡⼤に加えて、「Teprotumumab」をは
じめとする有望新薬による⾼成⻑が期待できることから、上昇余地は極めて
⼤きいと考え継続保有しています。

ホライゾン・セラピューティクスの株価推移

(2018年12月31日～2019年5月31日)

＊上記は個別銘柄への投資を推奨するものではありません。
＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

画期的な新製品やサービスといった個別要因で売上を急伸させる中⼩型成
⻑株は、⻑期的には⼤型株よりも⼒強い成⻑が⾒込めると考えられます。実
際、中⼩型成⻑株の今後3〜5年の年率平均1株当り成⻑率（⽶国3⽉31⽇時
点のIBESデータ）は＋16.7%と⼤型成⻑株の＋14.7%よりも⾼く、⼀⽅で、
予想株価収益率（PER）は19.1倍と⼤型成⻑株の20.4倍に⽐べて割安とい
えます。マザーファンドの実質的な運⽤会社であるRSインベストメンツで
は、中⼩型成⻑株の株価は、今後⼤きく上昇する余地があると考えています。
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4巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

アメリカン・ドリーム・ファンド（以下、「当ファンド」といいます）で
は、マザーファンドを通じて、様々な分野でイノベーションを起こす⽶国の
中⼩型成⻑企業の約50銘柄に厳選投資を⾏っています。

⽶国では、シリコンバレーを中⼼にイノベーションが景気サイクル等に関
係なくいつの時代にも⽣まれ、⼤きな成⻑を期待できる投資分野が次々と出
現している為、最先端の技術やサービスを武器に業績を急拡⼤する企業へ投
資する機会は豊富です。

長期的に継続する米国発のイノベーション（イメージ図）

＊ 上記は個別銘柄への投資を推奨するものではありません。
＊ ★印は2019年5月末時点の保有銘柄であり、現時点あるいは将来にわたって

継続保有することを示唆するものではありません。

イノベーション
① 技術の革新 ： 企業の活動に大きな変化
② サービスの革新 ： 人々の生活に大きな変化

アメリカン・ドリーム・ファンドの特徴

（次⾴に続く）
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販売用資料

5巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

当ファンドは、シリコンバレーの中核都市サンフランシスコに30年以上
拠点を構え、将来有望な新興成⻑企業の発掘において⽶国屈指の存在である、
ビクトリー・キャピタル傘下のRSインベストメンツが実質的な運⽤を⾏い
ます。イノベーションを武器に⽶国のみならず、世界中で新たな市場を開拓
し、既存の⼤⼿企業からシェアを奪って⾼成⻑を達成する中⼩型企業を選別
し投資する当ファンドは、2007年6⽉の設定来、2019年5⽉末までの約12
年間で102.4 %(分配⾦再投資ベース、分配⾦累計額(税引前) 7,500円)上
昇しています。

基準価額（2019年5⽉31⽇） 10,607円
分配⾦累計額（2019年5⽉31⽇時点） 7,500円
設定時の為替レート 約123円／⽶ドル

アメリカン・ドリーム・ファンドの基準価額推移

(設定時～2019年5月31日)

＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。
＊分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金（課税前）を、その分配が行われる日に

全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している基準価額とは異なります。
＊当ファンドの信託報酬率は、純資産総額に対して年2.538％（税込）です。
＊ 分配金累計額は、課税前の分配金を基に表示しています。
＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

アメリカン・ドリーム・ファンドの特徴



作成日：2019年6月6日
新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

販売用資料

【投資リスク 】詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これらの
運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リスク
も加わります。したがって、ファンドにおける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。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。

《主な基準価額の変動要因》

1.価格変動リスク（株価変動リスク）
当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や
国内外の政治･経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは大き
く下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の価格の下落は基準価
額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
また当ファンドは、大型株に比べ、市場規模や取引量が比較的小さい中小型の株式を実質的な投資対象としますが、そ
うした株式の価格は大きく変動することがあります。さらに、流動性が低いため、想定する株価と乖離した価格で取引を行
わなければならない場合などがあり、それらのことが基準価額の下落要因となり、その結果投資元本を割込むことがあり
ます。

2.為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に
対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。為替レートは、各
国の経済･金利動向、金融･資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。

3.カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国･地域の政治･経済、投資規制･通貨規制等の
変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。

4.信用リスク
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化
等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。
特に中小型株は大型株に比べ、発行者の経営･財務状況の急激な悪化や経営不安･破綻が起こりやすいリスクがありま
す。

5.その他の留意点
●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、

当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止すること

やあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。

6巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

当資料におけるデータ／図表等の出所：
Bloomberg などのデータを基に新生インベストメント・マネジメントにて作成
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販売用資料

ファンド名 アメリカン・ドリーム・ファンド

商品分類 追加型投信/海外/株式

当初設定日 2007年6月29日（金）

信託期間 無期限とします。

購入・換金単位 販売会社が定める単位とします。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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。

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（当該基準価額に、0.3％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して、6営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。

申込締切時間 午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

換金制限 大口の換金には制限を行う場合があります。

購入・換金申込受付
の中止及び取り消し

金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、購入・換金のお申込みの受付を中
止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込を取消す場合があります。

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、受託会社と合意のうえ信託契約を解約し、信託を終了させる
こと（繰上償還）ができます。

・受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合
・信託契約を解除す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 原則として、毎年6月12日（休業日の場合は翌営業日）とします。

収益分配金
年1回の決算時に、原則として収益の分配を行います。
※分配金を受け取る「一般コース」と、自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。なお、どちらか一方のコースのみ
のお取扱いとなる場合があります。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 300億円を上限とします。

購入・換金申込
不可日

販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入換金のお申込はできません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日

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制上、少額投資非課税制度の適用対象です。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

●お客さまが直接的にご負担いただく費用（消費税率が 8％の場合）

購入時手数料

購入価額に3.78%（税抜3.5%）を上限として、販売会社
が独自に定める率を乗じて得た額とします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

当ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続き等の
対価です。

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％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

●お客さまが信託財産で間接的にご負担いただく費用（消費税率が 8％の場合）

運用管理費用
（信託報酬）
（括弧内数字は税抜）

当ファンドの
運用管理費用・年率
（信託報酬）

2.5380％（2.35％）

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額が日々計上され、毎
計算期間の 初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業
日とします。）および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払わ
れます。

（委託会社） 1.6956％（1.57％） 委託した資金の運用の対価です。

（販売会社） 0.7560％（0.70％）
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
管理等の対価です。

（受託会社） 0.0864％（0.08％） 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

運用の委託先の
報酬

運用の委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎計算期間の 初の6ヵ月終了日、毎計算

期末ならびに信託終了のときに支払われるものとし、その報酬額は計算期間を通じて日々、マザーファ

ンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の120の率を乗じて得た額とします。
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【お申込みメモ】詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。
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販売用資料

※その他の費用手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

※当該手数料および費用等の合計額についてはファンドの保有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。

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続き・手数料等」をご覧ください。

その他の
費用・手数料

.

財務諸表監査に関する費用

監査に係る手数料等（年額上限105万円および消費税）です。
当該費用が日々計上され毎計算期間の 初の 6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。

信託事務の処理に要する
諸費用等

法定書類等の作成費用、法律・税務顧問への報酬等です。
当該費用が日々計上され毎計算期間の 初の6ヵ月終了時および毎計算期
末または信託終了の時にファンドから支払われます。ただし、ファンドの純資
産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とします。

【委託会社、その他関係法人】

委託会社

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）
登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 340 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

受託会社 三井住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等）

販売（取次）会社 下記参照（募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）

8巻末の「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

（2019年6月6日現在）
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ご留意いただきたい事項

 当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありま

せん。

 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、

当資料のいかなる内容も将来の投資収益を示唆・保障するものではありません。

 ファンドは、実質的に株式など値動きのある資産（また外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、

市場環境等により基準価額は変動します。したがって元金保証および利回り保証のいずれもなく、運用実績によっては投資元本を

割込むおそれがあります。

 ファンド運用による損益は、すべて投資信託をご購入される受益者のみなさまに帰属します。

 お申込みの際には、あらかじめまたは同時に投資信託説明書（交付目論見書）をお受取りいただき、必ず内容をご理解のうえ、お客

様ご自身でご判断ください。

 投資信託は預金や保険とは異なり、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、元本や利回り

の保証はありません。

 販売会社が銀行等の登録金融機関の場合、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

 投資信託のお申込み時には購入時手数料、ならびに運用期間中は運用管理費用（信託報酬）等がかかります。


