
アメリカン・ドリーム・ファンド

交付運用報告書

追加型投信／海外／株式

第９期（決算日：2016年６月13日）

作成対象期間（2015年６月13日～2016年６月13日）

第９期末（2016年６月13日）
基 準 価 額 7,830円
純 資 産 総 額 7,746百万円

第９期
騰 落 率 △25.0％
分配金（課税前）合計 0円

（注）	 	騰落率は分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなし
て計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示して
おります。

（注）	 	純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

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、ご購入いただいております「アメリカ
ン・ドリーム・ファンド」は去る2016年６月13
日に第９期の決算を行いました。
　当ファンドは主に米国小型成長株マザーファ
ンドに投資を行い、信託財産の成長を目指して
積極的な運用を行ってまいりました。
　ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
　今後とも引き続きお引立て賜りますようお願
い申し上げます。

○�交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容につ
いては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○�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。運用報告書（全体版）は、
新生インベストメント・マネジメントのホームページ
にて閲覧・ダウンロードいただけます。

○�運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求に
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。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
弊社ホームページの「基準価額一覧」からファンド名称

を選択し、「ファンドの特色」ページにおいて運用報告書
（全体版）を閲覧およびダウンロードすることができます。

東京都中央区日本橋室町2-4-3
ホームページアドレス　http://www.shinsei-investment.com/
当運用報告書に関するお問い合わせ先
投資信託部
電話番号　03-6880-6448
受付時間　営業日の９：00～17：00
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アメリカン・ドリーム・ファンド

運用経過
期中の基準価額等の推移

期　首：10,436円
期　末：	7,830円（既払分配金（課税前）：0円）
騰落率：△25.0％（分配金再投資ベース）

（注）� �分配金再投資基準価額は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。

（注）� �分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）�分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2015年６月12日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。なお、上記表示
期間に収益分配が行われなかった場合、基準価額と分配金再投資基準価額の推移は同一のものとなります。

（注）� �上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）� �参考指数についての説明は、P12の「当ファンドの参考指数について」をご参照ください。

（2015年６月13日～2016年６月13日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）

（百万円）（円）
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○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、「米国小型成長株マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます）を親投資信

託とするファミリーファンド方式で運用しております。当期は、運用の基本方針に従いマザーファンド
受益証券を高位に組み入れた運用を行い、実質的に米国小型株に投資しました。期中の米国株式市場が
下落したこと、為替が円高・米ドル安に13.8％振れたことから基準価額は下落しました。
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アメリカン・ドリーム・ファンド

項　　　　　目
当　　　　　期

項　目　の　概　要
金　　額 比　　率

（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

円
227

（152）

（	 68）

（	 	 8）

％
2.545

（1.700）

（0.758）

（0.087）

（a）	 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

委託した資金の運用の対価

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

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）売買委託手数料

（株式）

20

（	 20）

0.229

（0.229）

（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

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

（保管費用）

（監査費用）

（印　　刷）

11

（	 	 5）

（	 	 1）

（	 	 4）

0.120

（0.060）

（0.013）

（0.046）

（c）	 	その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益
権口数

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券
等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
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
法定開示資料の印刷にかかる費用

合　　　　　計 258 2.894

期中の平均基準価額は、8,923円です。

（注）	 	期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・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。
（注）	 	各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）	 	売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託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。
（注）	 	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、項目ごとに小数第３

位未満は四捨五入してあります。

１万口当たりの費用明細 （2015年６月13日～2016年６月13日）
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アメリカン・ドリーム・ファンド

2011年６月13日
決算日

2012年６月12日
決算日

2013年６月12日
決算日

2014年６月12日
決算日

2015年６月12日
決算日

2016年６月13日
決算日

基準価額 （円） 7,629 7,933 10,475 10,269 10,436 7,830
期間分配金合計（課税前） （円） ― 0 1,200 2,400 3,400 0
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 4.0 47.2 20.9 34.7 △	 25.0
参考指数騰落率 （％） ― △	 	 2.7 56.6 27.6 40.4 △	 24.3
純資産総額 （百万円） 2,327 2,645 4,681 6,096 6,711 7,746
（注）	 	上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）	 	純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）	 	騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）	 	参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです。参考指数についての説明はP12の「当ファンドの参考指

数について」をご参照ください。

最近５年間の基準価額等の推移 （2011年６月13日～2016年６月13日）

（注）� �分配金再投資基準価額は、分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。

（注）� �分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）� �分配金再投資基準価額および参考指数は、2011年６月13日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。なお、上記表示期間に収
益分配が行われなかった場合、基準価額と分配金再投資基準価額の推移は同一のものとなります。

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）

（百万円）（円）
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アメリカン・ドリーム・ファンド

投資環境 （2015年６月13日～2016年６月13日）

＜米国株式市場＞
・�期中（現地2015年６月12日～2016年６月10日）のラッセル2000グロースインデックスは米ドル・ベー
スで10.66％下落しました。

・�期首（2015年６月）～９月：下落しました。８月半ば以降、中国景気の失速による世界景気への影響
が懸念され、米国株も急落しました。その後、中国の利下げや、2015年４－６月米国国内総生産（Ｇ
ＤＰ）の上方修正が好感されて反発しましたが、９月半ばに開催された米国連邦公開市場委員会（以
下「ＦＯＭＣ」といいます）で利上げが見送られ、米国連邦準備制度理事会（以下「ＦＲＢ」といい
ます）のイエレン議長が中国景気に関するリスクについて言及すると世界景気の先行き警戒感が強ま
り、９月末にかけてエネルギー関連や素材関連の銘柄を中心に急落しました。

・�10月～12月：上昇しました。10月初旬には欧州での追加金融緩和観測や中国の利下げ実施を背景に上
昇しました。また、10月後半から本格化した主要企業の好決算も追い風となり、積極的な買いが継続
しました。その後、年末商戦への懸念から反落する局面はあったものの、ＦＯＭＣの議事要旨が市場
予想に沿った内容だったことから金融政策への不透明感が払拭され、株価は再び上昇しました。12月
に入り、原油価格が40ドルを割り込む水準まで下落した他、ハイイールド債ファンドの清算報道等も
嫌気されて値を崩しましたが、ＦＲＢが９年半振りに利上げを決定したものの、今後の利上げペース
は緩やかなものになるとの見方を示すと、年末にかけて持ち直しました。

・�2016年１月～３月：下落しました。１月初めには、中国株式市場の大幅安や、サウジアラビアがイラ
ンとの国交断絶に踏み切ったこと等を受けて投資家心理が悪化し、米国株も大きく下落しました。ま
た、ＩＳＭ製造業景況指数が2009年６月以来の低水準となり、１月半ばにかけて原油価格が26ドル台
まで落ち込んだことも嫌気され、エネルギー株を中心に下落が続きました。その後も、アップルが弱
気な業績見通しを示して企業業績に対する警戒感が台頭し、株価は押し下げられました。しかし、２
月半ば以降は原油価格が回復し始め、小売売上高等の堅調な経済指標も好感されたことから、投資家
のリスク回避姿勢が和らぎ、割安感の強まった小型成長株へも資金が流入しました。３月には、ＦＲ
Ｂが利上げを見送り、イエレン議長が利上げについて慎重に進める姿勢を表明したことを背景に続伸
しました。

・�４月～期末（６月）：上昇しました。４月には、貿易赤字の拡大や企業決算への警戒感から弱含みまし
たが、４月半ばにかけて石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）で原油増産凍結に合意するとの期待が広がり、
原油価格が上昇、株価も反発しました。決算発表シーズンが始まると、大型テクノロジー企業や消費
関連企業による失望決算が嫌気されましたが、６月には利上げ観測が高まり、銀行株を筆頭に株価は
反転しました。

＜為替市場＞
・�期中の円米ドル相場は13.8％の円高・米ドル安となり、基準価額を押し下げる要因となりました。
・�期首（2015年６月）～12月：米国での利上げ時期や海外のマクロ動向を巡って思惑が交錯し、為替相
場は方向感のない展開が続きました。12月にＦＲＢが約９年半振りの利上げを実施したものの、為替
市場の反応は限定的で、12月には１米ドル120円台の水準となりました。　

・�2016年１月～期末（６月）：２月に日本銀行がマイナス金利政策の導入を発表すると米ドルが対円で急
騰しましたが、一時的なものに留まり、その後は反落しました。ＦＲＢが利上げを見送る中、米ドル
安が進展し、期末には106円台まで円高が進みました。
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アメリカン・ドリーム・ファンド

（2015年６月13日～2016年６月13日）当ファンドのポートフォリオ
＜アメリカン・ドリーム・ファンド＞
当ファンドは、マザーファンド受益証券を高位に組み入れて運用を行いました。

＜米国小型成長株マザーファンド＞
当マザーファンドは、米国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行

いました。
当期、ギリシャ債務問題や新興国の景気減速リスクの台頭、原油価格の下落等のマクロ要因に加え、

ＦＲＢによる利上げ観測の動向により米国株式市場が影響を受ける中、高い商品競争力を持ち、マクロ
要因に左右されず、もしくはそれを吸収しながらも成長できる小型企業の選別に努めました。また、投
資家のリスク回避姿勢が強まると、資金が小型株から流動性の高い大型株へとシフトするため、有望な
小型成長企業に割安な水準での投資が可能となることから、投資タイミングも吟味しました。セクター
別では、主に、米国景気の回復局面においてはモノへの消費に加えてサービス消費も増加するとみて消
費関連セクター、画期的なテクノロジーを用いて革新的なサービスを提供し業績を伸ばしているテクノ
ロジー・セクターやヘルスケア・セクター、金融セクター等に選択的な投資を行いました。
株式組入比率については、当期を通じて高位の水準を維持しました。
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アメリカン・ドリーム・ファンド

（注）� �基準価額の騰落率は分配金（課税前）込みです。
（注）� �参考指数についての説明は、P12の「当ファンドの参考指数について」を

ご参照ください。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2015年６月13日～2016年６月13日）

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率比）

第９期
2016/６/13

（％）
5.0

－5.0

－10.0

－15.0

－20.0

0.0

－30.0

－25.0

基準価額 参考指数

　当ファンドは運用の目標となるベンチ
マークを設けておりません。
　右記のグラフは、基準価額と参考指数
の騰落率の対比です。

（注）� �対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）� �当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出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。

項　　　目
第９期

2015年６月13日　
　～2016年６月13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 2

（単位：円、１万口当たり、税込み）

分配金 （2015年６月13日～2016年６月13日）

当期は、当ファンドの基準価額水準等を勘案し、分配を見送ることとしました。収益分配に充てなか
った利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行いました。

○分配原資の内訳
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アメリカン・ドリーム・ファンド

今後の運用方針

＜アメリカン・ドリーム・ファンド＞
当ファンドでは、引き続き運用の基本方針に基づき、マザーファンド受益証券を高位に組み入れた運

用を行っていく方針です。

＜米国小型成長株マザーファンド＞
来期の市場見通し
・�2016年年初に、投資家のリスク回避姿勢が強まる中、高バリュエーションながら高成長が期待できる
成長株から、より安定的な割安株へ資金シフトが進み、割安株に対する成長株の相対バリュエーショ
ンは、過去５年間で最低水準まで低下しました。一方、米国経済は、失業率の低下や消費回復等に支
えられ安定成長を続けており、小型成長企業の業績は着実に拡大しています。また、歴史的に見て、
米国の景気拡大を背景とする金利上昇局面では、小型成長株が好パフォーマンスを実現してきまし
た。こうした状況下、当マザーファンドは小型成長株について強気の見方を維持しています。

・�Venture-backed�ＩＰＯ件数（ベンチャー・キャピタルが投資する新興企業のＩＰＯ件数）は、2016年
に入り前年を下回って推移しています。米国株式市場が乱高下した当期はＩＰＯを先送りするベンチ
ャー企業が続出しました。夏場にかけて様子見ムードが続くとみられますが、利益実現を目指すベン
チャー・キャピタル等の意向もあり、秋口以降はＩＰＯ件数が増加に向かうと予想しています。

今後の運用方針
・�当マザーファンドでは、マクロ動向に左右されず、独自の成長を実現できる企業の発掘に注力しま
す。具体的には、当期に大幅に下落したヘルスケア・セクター等に注目しており、当期に投資した
WebMD�Health�Corp.（ＷＢＭＤ）がその一例です。同社は、医師や医薬品に関する情報をインター
ネットで提供しており、医療の質や治療費が医療機関によって大きく異なる米国で利用者数を増やし
ています。大統領選挙を控え、医療費削減に向けて高額医薬品の値下げを示唆する発言が出るとみら
れますが、質に見合った適正な治療費で医療サービスを受ける患者の増加を促すWebMD�Health�
Corp.（ＷＢＭＤ）のような企業にとっては、事業機会が広がることが想定されます。

・�将来的には、遺伝子解析分野にも大きな投資機会があるでしょう。遺伝子解析装置の技術革新により、
15年前に１億ドル程度かかっていた１人当たりのゲノム解析コストは、現在は約1,000ドルまで劇的に
低下しました。これに伴い、がん等に対する新たな治療法の研究も活発化する中、様々なビジネス・
チャンスが広がっています。今後、関連企業のＩＰＯも増加すると予想されることから、有望企業の
発掘に努める方針です。

・�また、中長期的なテーマとして“ビッグ・データ”に注目しています。水力や蒸気機関等を用いた工場
の機械化によってもたらされた第一次産業革命、電力エネルギーを用いた大量生産体制によってもた
らされた第二次産業革命を経て、20世紀半ば以降は電子及びＩＴシステムを用いて自動生産や通信の
発展をもたらす第三次産業革命が進行中です。そして、ＰＣやインターネットに続き、現在はビッ
グ・データが第三次産業革命の原動力と考えています。ＩｏＴ（スマートフォン、家電、医療機器を
はじめ、様々な機器の間で情報を交換したり遠隔操作を行う為に、あらゆる「モノ」をインターネッ
トでネットワーク化すること）やクラウド・コンピューティングに加えて、バイオテクノロジーやフ
ィンテックの分野でも、ビッグ・データ技術を用いて革新的な製品・サービスを開発する有望企業を
選別し投資を行います。
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商 品 分 類 追加型投信／海外／株式

信 託 期 間 原則として無期限です。
2008年６月12日にクローズド期間が明けました。

運 用 方 針 当ファンドは、主に米国小型成長株マザーファンド受益証券に投資を行い、長期的に安定的な収益の確保と
投資信託財産の成長をめざして運用を行います。

主 要 投 資 対 象

アメリカン・ドリーム・
ファンド 主として米国小型成長株マザーファンド受益証券に投資します。

米国小型成長株マザー
ファンド 主として米国の株式に投資します。

運 用 方 法

①	主として米国小型成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の株式に投資し、信託財産
の成長をめざして積極的な運用を行います。なお米国以外の企業が発行する米国の金融商品取引所（金融
商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定す
る外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に上場、または金融商品取引所に準ずる市場で取引されてい
る株式（米国預託証書（ADR）を含みます。以下「ADR等」といいます。）に投資する場合があります。
②	米国株式（ADR等を含みます。）への実質投資比率は高位を維持することを基本とします。
③	実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
④	投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国において行われる有価証券先物取引
（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取
引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託者が適当と認める外国の金融商品取引所等にお
けるこれらと類似の取引を行うことができます。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

分 配 方 針

①	分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびみなし配当等収益を控除）および売買益（評
価益を含み、みなし配当等収益を控除）等の全額とします。
②	分配対象額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。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。

当ファンドの概要
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アメリカン・ドリーム・ファンド

（参考情報）

○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（注）� �全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。
（注）� �2011年６月から2016年５月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）� �上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）� �当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

（単位：％）

当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大値 66.1 65.0 65.7 47.4 7.7 34.9 43.7
最小値 △21.1 △17.0 △15.6 △27.4 0.4 △8.6 △17.4
平均値 19.4 15.9 19.0 6.1 2.6 10.2 5.6

※各指数についての説明は、P12の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI�－�KOKUSAI�インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債：NOMURA�－�BPI国債
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス�－�エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

－40
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60

40
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80

100

当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 新興国債先進国債

（2011年６月末～2016年５月末）

最小値最大値 平均値

（％）

最小値（当ファンド）最大値（当ファンド）
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○組入上位ファンド

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

銘　柄　名 第９期末
％

米国小型成長株マザーファンド 97.7
組入銘柄数 1銘柄

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。

当ファンドのデータ
組入資産の内容

項　　　　　目
第９期末

2016年６月13日
純資産総額 7,746,388,495円
受益権総口数 9,893,575,533口
１万口当たり基準価額 7,830円
＊期中における追加設定元本額は5,646,069,953円、同解約元本額は2,183,888,308円です。

純資産等

（2016年６月13日現在）

親投資信託受益証券
97.7％

その他
2.3％

日本
100.0％

日本円
100.0％
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組入上位ファンドの概要
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組入上位ファンドの概要
米国小型成長株マザーファンド

【基準価額の推移】
（2015年６月13日～2016年６月13日）

【１万口当たりの費用明細】
（2015年６月13日～2016年６月13日）

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 LOGMEIN INC ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 4.6 
2 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 半導体・半導体製造装置 米ドル アメリカ 4.1 
3 PINNACLE FOODS INC 食品・飲料・タバコ 米ドル アメリカ 3.9 
4 EURONET WORLDWIDE INC ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 3.7 
5 ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 3.7 
6 WEST PHARMACEUTICAL SERVICE ヘルスケア機器・サービス 米ドル アメリカ 3.2 
7 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 素材 米ドル アメリカ 3.0 
8 HEICO CORP-CLASS A 資本財 米ドル アメリカ 3.0 
9 PAYCOM SOFTWARE INC ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 2.9 
10 LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 米ドル アメリカ 2.8 

組入銘柄数 51銘柄

（2016年６月13日現在）【組入上位10銘柄】

（注） 比率は、当マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）  組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）  国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

（注）  比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
（注） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

外国株式
96.1％

その他
3.9％

米ドル
96.1％

その他
3.9％

その他
3.9％

バミューダ
2.0％
カナダ
5.0％

イギリス
1.5％アイルランド

1.7％

アメリカ
85.9％

（注） 上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。

（注）  各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）  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、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入してあります。

項　　　目 当　期
金　額 比　率

（a）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）

46
（46

円

）
0.231

（0.231

％

）
（b）そ の 他 費 用

（保 管 費 用）
12

（12）
0.061 

（0.061）
合　　　計 58 0.292
期中の平均基準価額は、19,744円です。
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○東証株価指数（TOPIX） （配当込み）
東証株価指数（TOPIX）（配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として
算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証
券取引所に帰属します。

○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI�－�KOKUSAI�インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI�Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の
株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI�Indexに関する著作権、知的財産権その
他一切の権利は、MSCI�Inc.に帰属します。

○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI�Inc.が開発した、世界の新興国
の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI�Indexに関する著作権、知的財産権そ
の他一切の権利は、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発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された
投資収益指数です。なお、NOMURA�－�BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村
證券株式会社に帰属します。

○シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup�Index�LLCが開発した、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指数です。
なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup�Index�
LLCに帰属します。

○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）
JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス�－�エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイ
ド（円ベース）は、J.P.�Morgan�Securities�LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象
にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス�－�エマージング・マーケッツ・グロー
バル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.�Morgan�Securities�LLCに帰属し
ます。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容
について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、
当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する
損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

＜当ファンドの参考指数について＞
参考指数（ラッセル2000グロースインデックス（円換算ベース））は、ラッセル2000グロースインデック
ス（米ドル建て：為替ヘッジなし）をもとに委託者が独自に計算したもので、当初設定時を10,000とし
て指数化しています。
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組入上位ファンドの概要
米国小型成長株マザーファンド

【基準価額の推移】
（2015年６月13日～2016年６月13日）

【１万口当たりの費用明細】
（2015年６月13日～2016年６月13日）

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 LOGMEIN INC ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 4.6 
2 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 半導体・半導体製造装置 米ドル アメリカ 4.1 
3 PINNACLE FOODS INC 食品・飲料・タバコ 米ドル アメリカ 3.9 
4 EURONET WORLDWIDE INC ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 3.7 
5 ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 3.7 
6 WEST PHARMACEUTICAL SERVICE ヘルスケア機器・サービス 米ドル アメリカ 3.2 
7 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 素材 米ドル アメリカ 3.0 
8 HEICO CORP-CLASS A 資本財 米ドル アメリカ 3.0 
9 PAYCOM SOFTWARE INC ソフトウェア・サービス 米ドル アメリカ 2.9 
10 LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 米ドル アメリカ 2.8 

組入銘柄数 51銘柄

（2016年６月13日現在）【組入上位10銘柄】

（注） 比率は、当マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）  組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）  国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

（注）  比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合です。
（注） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）四捨五入の関係上合計が100％にならない場合もあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

外国株式
96.1％

その他
3.9％

米ドル
96.1％

その他
3.9％

その他
3.9％

バミューダ
2.0％
カナダ
5.0％

イギリス
1.5％アイルランド

1.7％

アメリカ
85.9％

（注） 上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。

（注）  各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）  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、項目ごと
に小数第３位未満は四捨五入してあります。

項　　　目 当　期
金　額 比　率

（a）売 買 委 託 手 数 料
（株 式）

46
（46

円

）
0.231

（0.231

％

）
（b）そ の 他 費 用

（保 管 費 用）
12

（12）
0.061 

（0.061）
合　　　計 58 0.292
期中の平均基準価額は、19,744円です。
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