
＜設定・運用は＞

販売用資料

●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ファンドの仕組み等をご理解いただくた
めに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・保証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、お客さま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。
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ファンドの特色

米国小型成長株への投資
■主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します。

米国企業の株式を主要投資対象としますが、米国以外の企業が発行する株式（米国預託証書（ADR＊）を含みます。）に投資する場合が
あります。
＊ ADR（American Depositary Receipt）とは米国以外の企業の株式を実質的に保有しているのと同様の経済効果を持つ証券です。

■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。

1

RSインベストメンツが実質的な運用を行います。
■RSインベストメンツは、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下の運用グループの一つで、全米の
新興企業や先端技術の多くが集約するシリコンバレーを臨むサンフランシスコを本拠地として、米国を
中心とする中小型成長株の分野で強みを持っています。

■ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクは、米国オハイオ州クリーブランドを拠点とし、それぞれ独自の
運用哲学や運用手法をもった複数の運用グループを傘下に持つマルチ・ブティック型運用会社です。

3

ファミリーファンド方式での運用
■米国小型成長株等への投資は、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
通じて行います。

2

※ファンドの運用資産上限は300億円です。ただし、マーケットの環境等の理由で上限金額に達する前にお申込みの受付を停止することがあり
ます。

※株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
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アメリカン・ドリーム・ファンド

ファンドの目的

信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。

当ファンドの基準価額推移

当ファンドのコンセプト



02巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。01 巻末の「ファンドの主なリスクと留意事項」、および「ご留意いただきたい事項」を必ずご確認ください。

ファンドの特色

米国小型成長株への投資
■主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します。

米国企業の株式を主要投資対象としますが、米国以外の企業が発行する株式（米国預託証書（ADR＊）を含みます。）に投資する場合が
あります。
＊ ADR（American Depositary Receipt）とは米国以外の企業の株式を実質的に保有しているのと同様の経済効果を持つ証券です。

■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。

1

RSインベストメンツが実質的な運用を行います。
■RSインベストメンツは、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下の運用グループの一つで、全米の
新興企業や先端技術の多くが集約するシリコンバレーを臨むサンフランシスコを本拠地として、米国を
中心とする中小型成長株の分野で強みを持っています。

■ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクは、米国オハイオ州クリーブランドを拠点とし、それぞれ独自の
運用哲学や運用手法をもった複数の運用グループを傘下に持つマルチ・ブティック型運用会社です。

3

ファミリーファンド方式での運用
■米国小型成長株等への投資は、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
通じて行います。

2

※ファンドの運用資産上限は300億円です。ただし、マーケットの環境等の理由で上限金額に達する前にお申込みの受付を停止することがあり
ます。

※株式の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

者
益
受

お申込金

分配金
解約金
償還金

投資

損益

米国株式　等米国小型成長株
マザーファンド

投資

損益

当ファンド（ベビーファンド） 主要投資対象マザーファンド

アメリカン・ドリーム・ファンド

ファンドの目的

信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。

当ファンドの基準価額推移

当ファンドのコンセプト

 幅広い分野のイノベーションに投資
▪��IT分野に限らず、消費、金融、ヘルスケア、エネルギー等、様々なセクターでイノベーションを起こす
中小型成長株が投資対象です。
▪�既に有名な企業ではなく、将来的に大企業へ成長し得る、未だ知られていない「金の卵」を発掘します。
▪�企業の潜在成長力が市場に認識され、株価が急上昇する局面となる「�スイート・スポット」を逃さず捉える
ことで、大きなリターンを目指します。
▪�中小型株ならではの夢のある高成長が期待できる有望企業50～60銘柄に厳選して投資を行います。

 シリコンバレーに本拠を構える“地の利”
▪�米国ではイノベーションの多くが、サンフランシスコを含むシリコンバレーで生まれています。
▪��RSインベストメンツは、1986年の設立当初よりサンフランシスコを本拠とし、中小型成長株の運用に
特化してきました。

＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。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。
＊受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が元本の一部払戻しに相当する場合があります。
＊運用状況によっては、分配金額が増減したり支払われない場合もあります。
＊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。
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1,200円
基準価額
（分配落ち後）

10,475円

第7期分配金
（1万口当たり、課税前）

2,400円
基準価額
（分配落ち後）

10,269円

第8期分配金
（1万口当たり、課税前）

3,400円
基準価額
（分配落ち後）

10,436円

第11期分配金
（1万口当たり、課税前）

500円
基準価額
（分配落ち後）

10,746円
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米国の経済成長を支える“イノベーション”
■米国が発明したPCやインターネットは、世界の人々の生活スタイルを大きく変えた情報技術（IT）革命に

発展したことに見られるように、米国は様々なイノベーション（技術革新）を取り込みながら経済を拡大させて
きました。新しい技術は日々生まれ進化しており、今後も米国経済の成長・発展に貢献すると期待されます。

魅力的な高成長分野
■米国には、起業家精神旺盛な人材、研究・開発を行う学術機関、成長資金を提供するベンチャー・キャピタル、

世界有数の株式市場規模を誇るナスダック証券取引所等、新興成長企業に必要な環境が揃っています。

　各種データやソフトウェアを、パソコンにソフ
トをインストールすることなく、インターネットを
通じて必要な時に必要な量だけ利用できる
サービスです。データへのアクセス方法を根本
から変えるクラウドは、企業の業務効率アップ
やコストダウンにおいて重要なIT戦略ツールと
なっており、クラウド市場は今後も順調な伸び
が見込めます。足下では、クラウド導入による
業務改善が成長ドライバーとなる初期ステージ
を終え、顧客のビジネスやニーズを真に理解し
た業者やサービスの選別が進んでいます。今
後のクラウド利用の高度化は企業活動の更な
るデジタル化をもたらし、高付加価値ビジネス
の誕生が期待されます。

＜フィンテック（FinTech）＊1＞

（米国企業の例：レンディングツリー）

　近年の情報通信技術の発展に伴い、モバイ
ル決済やオンライン送金といった決済分野を
中心に、新しいソフトウェアやソリューションを
開発した新興企業等が、高利便性・低コストの
金融サービスを提供する事例が増えています。
従来、金融業界における競争は基本的には金
融機関同士の競争に留まっていました。しかし
ながら、フィンテックの台頭はこうした競争環境
を一変させつつあります。

オンライン決 済の利 便 性を背 景に、プリペイド
カードの電子決済処理は大きく増えています。将
来的な金融ネットワークへのゲートウェイ・ニーズ
は更なる増大が期待されます。 

＜クラウド＞

＊1 フィンテック（FinTech）とは、“Finance”（金融）と“Technology”（技術）を組み合わせた造語です。金融と情報技術（IT）との融合による新たな
技術革新のことを指します。

（注）上記には、米国小型成長株マザーファンドが現在投資している銘柄もしくは過去に投資したことがある銘柄を例示していますが、今後も上記
銘柄に必ず投資するとは限りません。また、個別銘柄の投資を推奨するものではありません。

＊1 ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）とは、個人間のコミュ二ケーションを促進するコミュニティ型のインターネットサービスです。
＊2 シェール革命とは、これまで困難であったシェール（頁岩（けつがん））層からの天然ガスや石油の採掘を可能とした技術革新です。
＊3 クラウド、フィンテック、モノのインターネット化（IoT）、オーダーメイド医療に関しましては、4ページの各項目をご参照ください。

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

＜モノのインターネット化（IoT）＞
　一般的にIoTとは、「Internet of Things = 
モノのインターネット化」のことです。IoTとは、
PCやスマートフォンのような既存の情報機器
のみならず、テレビやエアコンといった家電や
自動車、工場等の機械や設備など、あらゆるモノ
がインターネットに接続され、情報を発信・受信
し、動作する技術や概念を示します。モノ同士の
情報の繋がりによって集められた仕組みやデー
タを利用して、人に対して新しいシステムやサー
ビス等を提供することが可能となります。今
後、あらゆる「モノ」がインターネットに繋がり、
IoT時代の本格的な始動が期待されています。

あらゆるモノが繋がるということは、様々な業界
の参入が考えられ、新たなビジネスの開拓（イノ
ベ ー シ ョ
ン）を創出
す る 可 能
性 を 秘 め
ています。

（米国企業の例：ログミーイン）

利用者は、イ
ンターネット
を通じてさま
ざまなITサー
ビスを利用で
きます。

（米国企業の例：ヴィーバ・システムズ）

　2003年に人間の遺伝子情報が完全解読さ
れて以降、遺伝子情報の解析にかかる費用の
低下や時間の短縮などにより、遺伝子情報が身
近なものとなりました。今日では治療薬、そして
遺伝子・分子異常の有無を調べ治療薬の有効
性を判別するコンパニオン診断薬の開発が同
時に進められており、遺伝子情報などに基づい
て個人に適した治療を行うオーダーメイド医療
の普及が進んでいます。

オーダーメイド医療は、個人の特性に合わせた治療
を行うため、薬剤の効率アップだけではなく、副作
用や医療費負担の軽減にも繋がります。医療費負
担の増加が課題となる高齢化社会において、オー
ダーメイド医
療 が 担う役
割は大きく、
市場規模の
拡大が期待
されます。

＜オーダーメイド医療＞

（米国企業の例：イーグル・ファーマシューティカルズ）

■イノベーションの中核ともいえる米国の新興成長企業は、他の国・地域の企業と比較して高い利益成長が
見込まれております。それらの企業の多くは未だ認知度が低く、投資対象として魅力があります。

高成長が期待される米国の新興成長企業

＊4 EPSとは、1株当たりの最終的な利益を示す指標です。
※米国の大企業、米国の新興成長企業、欧州、アジア、日本の予想EPS成長率は、2018年の予想EPS成長率（2018年7月２日現在）に基づき

計算しています。
出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

主要国・地域の予想EPS＊4成長率

米国におけるイノベーションと株式市場の推移
（期間：1980年1月末～2018年6月末、月次）
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・製品価格の下落に加え、
処理速度や操作性の向上
によって、PCが一般企業か
ら家庭にまで普及しました。

・PCやインターネットを初めと
する情報技術の発展・普
及に伴い、社会や生活が
大きく変化しました。

PC 情報技術（IT）革命 携帯電話

ソーシャル・ネットワーキング・
サービス（SNS）＊1

シェール革命＊2

クラウド＊3

フィンテック＊3

モノのインターネット化（IoT）＊3

オーダーメイド医療＊3遺伝子組換え
農作物
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＜フィンテック（FinTech）＊1＞

（米国企業の例：レンディングツリー）

　近年の情報通信技術の発展に伴い、モバイ
ル決済やオンライン送金といった決済分野を
中心に、新しいソフトウェアやソリューションを
開発した新興企業等が、高利便性・低コストの
金融サービスを提供する事例が増えています。
従来、金融業界における競争は基本的には金
融機関同士の競争に留まっていました。しかし
ながら、フィンテックの台頭はこうした競争環境
を一変させつつあります。

オンライン決 済の利 便 性を背 景に、プリペイド
カードの電子決済処理は大きく増えています。将
来的な金融ネットワークへのゲートウェイ・ニーズ
は更なる増大が期待されます。 

＜クラウド＞

＊1 フィンテック（FinTech）とは、“Finance”（金融）と“Technology”（技術）を組み合わせた造語です。金融と情報技術（IT）との融合による新たな
技術革新のことを指します。

（注）上記には、米国小型成長株マザーファンドが現在投資している銘柄もしくは過去に投資したことがある銘柄を例示していますが、今後も上記
銘柄に必ず投資するとは限りません。また、個別銘柄の投資を推奨するものではありません。

＊1 ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）とは、個人間のコミュ二ケーションを促進するコミュニティ型のインターネットサービスです。
＊2 シェール革命とは、これまで困難であったシェール（頁岩（けつがん））層からの天然ガスや石油の採掘を可能とした技術革新です。
＊3 クラウド、フィンテック、モノのインターネット化（IoT）、オーダーメイド医療に関しましては、4ページの各項目をご参照ください。

出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

＜モノのインターネット化（IoT）＞
　一般的にIoTとは、「Internet of Things = 
モノのインターネット化」のことです。IoTとは、
PCやスマートフォンのような既存の情報機器
のみならず、テレビやエアコンといった家電や
自動車、工場等の機械や設備など、あらゆるモノ
がインターネットに接続され、情報を発信・受信
し、動作する技術や概念を示します。モノ同士の
情報の繋がりによって集められた仕組みやデー
タを利用して、人に対して新しいシステムやサー
ビス等を提供することが可能となります。今
後、あらゆる「モノ」がインターネットに繋がり、
IoT時代の本格的な始動が期待されています。

あらゆるモノが繋がるということは、様々な業界
の参入が考えられ、新たなビジネスの開拓（イノ
ベ ー シ ョ
ン）を創出
す る 可 能
性 を 秘 め
ています。

（米国企業の例：ログミーイン）

利用者は、イ
ンターネット
を通じてさま
ざまなITサー
ビスを利用で
きます。

（米国企業の例：ヴィーバ・システムズ）

　2003年に人間の遺伝子情報が完全解読さ
れて以降、遺伝子情報の解析にかかる費用の
低下や時間の短縮などにより、遺伝子情報が身
近なものとなりました。今日では治療薬、そして
遺伝子・分子異常の有無を調べ治療薬の有効
性を判別するコンパニオン診断薬の開発が同
時に進められており、遺伝子情報などに基づい
て個人に適した治療を行うオーダーメイド医療
の普及が進んでいます。

オーダーメイド医療は、個人の特性に合わせた治療
を行うため、薬剤の効率アップだけではなく、副作
用や医療費負担の軽減にも繋がります。医療費負
担の増加が課題となる高齢化社会において、オー
ダーメイド医
療 が 担う役
割は大きく、
市場規模の
拡大が期待
されます。

＜オーダーメイド医療＞

（米国企業の例：イーグル・ファーマシューティカルズ）

■イノベーションの中核ともいえる米国の新興成長企業は、他の国・地域の企業と比較して高い利益成長が
見込まれております。それらの企業の多くは未だ認知度が低く、投資対象として魅力があります。

高成長が期待される米国の新興成長企業

＊4 EPSとは、1株当たりの最終的な利益を示す指標です。
※米国の大企業、米国の新興成長企業、欧州、アジア、日本の予想EPS成長率は、2018年の予想EPS成長率（2018年7月２日現在）に基づき

計算しています。
出所：ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

主要国・地域の予想EPS＊4成長率

米国におけるイノベーションと株式市場の推移
（期間：1980年1月末～2018年6月末、月次）
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・製品価格の下落に加え、
処理速度や操作性の向上
によって、PCが一般企業か
ら家庭にまで普及しました。

・PCやインターネットを初めと
する情報技術の発展・普
及に伴い、社会や生活が
大きく変化しました。

PC 情報技術（IT）革命 携帯電話

ソーシャル・ネットワーキング・
サービス（SNS）＊1

シェール革命＊2

クラウド＊3

フィンテック＊3

モノのインターネット化（IoT）＊3

オーダーメイド医療＊3遺伝子組換え
農作物
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■大型企業に比べると、小型企業に経営
資源を割いて運用を行う運用会社や、
調査・分析しているアナリストの数は
少ないのが現状です。

■小型企業に特化した運用会社やアナ
リストが少ないなかで、小型企業に
対する高い分析・調査能力を持つ運
用会社と、その他の市場参加者との
情報の量や質の格差は大きいと考
えられます。

■こうした情報格差の拡大は、小型株
運用のプロフェッショナルである運用
会社にとっては大きな収益機会と
考えられます。

小型企業の情報格差

出所：RSインベストメンツ、ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネ
ジメントにて作成

1社当たりの担当アナリスト数（2018年6月末現在）
対象企業：ニューヨーク証券取引所上場銘柄およびナスダック総合指数構成銘柄

■米国小型成長株はスイート・スポット＊1とグリーン・シュート＊2を捉えることで大幅な上昇が期待できます。
そのため、米国小型成長株への投資においては有望な企業を見極める能力が非常に重要になります。

米国小型成長株の投資魅力

（注）上記事例には、米国小型株マザーファンドが現在投資している銘柄もしくは過去に投資していた銘柄を掲載していますが、投資したすべての
銘柄が必ずしも同様の値動きをするとは限りません。また、将来の運用成果などを示唆・保証するものではありません。また、個別銘柄の投資を
推奨するものではありません。

出所：RSインベストメンツ、ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

（注）上図はイメージ図であり、すべての米国小型企業が同様に成長するわけではありません。また、将来の運用成果などを示唆・保証するものではありません。

＊1  「スイート・スポット」とは 　時価総額10億米ドル前後を境に、知名度向上、売上急拡大を背景に株価が大きく上昇する局面
＊2  「グリーン・シュート」とは 　キャッシュリッチな大企業が上場している有望な小型企業を買収することで株価が大きく上昇する局面

中型企業
時価総額

30億米ドル以上
100億米ドル未満

小型企業
時価総額

30億米ドル未満

大型企業
時価総額

100億米ドル以上

企業成長と株価のイメージ図

＜ヘクセル＞
航空機や宇宙・防衛機器をはじめ、様々な用途に用いられる炭
素繊維等の高性能素材を製造する老舗企業。主要製品である
炭素繊維は、軽量かつ高強度という特長があり、旅客機や軍用
機の胴体や主翼に用いられる。

＜アルティメット・ソフトウェア・グループ＞
人事管理ソフトウェアの提供をSaaS＊3形式で開始したパイオニア
企業。
＊3 SaaSとは、インターネット経由で必要な分だけサービスとして

利用できるようにしたソフトウェアもしくはその提供形態のこと。

＜ソースファイア＞
国防省等の政府機関や国内外の民間企業に、「トロイの木馬」と
いったウィルスの侵入を防ぐITセキュリティ・システムを提供

＜ゾール・メディカル＞
心停止の際にショックを与えて心臓機能を回復させる着用型の
蘇生機器をはじめ各種救命医療製品を開発している業界大手企業

スイート・スポット事例

グリーン・シュート事例

株
価
の
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メ
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ジ
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業
成
長
イ
メ
ー
ジ 起 業

グリーン・シュート＊2

スイート・スポット＊1

新規上場

初 期 出 現 急成長（世の中に知られる） 安定成長/成熟

＜非上場＞ ＜上場＞

◇知名度の向上
◇売上の急拡大
◇収益の黒字化、等

3,053社

750社 11.57名

4.26名
（645社：0名） 

705社 18.94名

■小型企業のEPS（1株当たり利益）成長率は、大型企業や中型企業と比べて高いことが確認できます。
■50％以上のEPS成長率を示している企業の多くは小型企業です。

米国小型企業の成長力

出所：RSインベストメンツ、ブルームバーグのデータをもと
に新生インベストメント・マネジメントにて作成

EPSとは、1株当たりの最終的な利益を示す
指標です。

一般に、この値が前期より増加すると株価は
上がる傾向にあります。つまり、企業業績が
向上して利益が増加したり、自社株買いなど
で市場に流通する株式数が減少するとEPS
は上がりやすく、株価も上がりやすいことを
意味します。

EPSと株価の関係

当期利益（当期純利益）
発行済み株式数 

EPS ＝

※対象企業：ニューヨーク証券取引所上場銘柄およびナスダック総合指数構成銘柄
※対象企業の時価総額は2018年6月末時点、ＥＰＳ成長率は2017年の数値です。 

時価総額別企業の前期比EPS成長率
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対する高い分析・調査能力を持つ運
用会社と、その他の市場参加者との
情報の量や質の格差は大きいと考
えられます。

■こうした情報格差の拡大は、小型株
運用のプロフェッショナルである運用
会社にとっては大きな収益機会と
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■米国小型成長株はスイート・スポット＊1とグリーン・シュート＊2を捉えることで大幅な上昇が期待できます。
そのため、米国小型成長株への投資においては有望な企業を見極める能力が非常に重要になります。

米国小型成長株の投資魅力

（注）上記事例には、米国小型株マザーファンドが現在投資している銘柄もしくは過去に投資していた銘柄を掲載していますが、投資したすべての
銘柄が必ずしも同様の値動きをするとは限りません。また、将来の運用成果などを示唆・保証するものではありません。また、個別銘柄の投資を
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いったウィルスの侵入を防ぐITセキュリティ・システムを提供

＜ゾール・メディカル＞
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世界最大手のシスコ・システムズに
よる買収発表により、前営業日比+28％
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運用プロセス（当ファンドの実質的な運用を行うマザーファンドの運用プロセスです）

企業訪問による分析

■ＲＳインベストメンツのアナリストは、1人当たり年平均で約500社のミーティング（電話インタビューやカン
ファレンスコールを含む）を行い、年間約80％の時間をミーティングに費やしています。初回訪問時における
ミーティングにあたっては、「3時間ルール」と呼ばれるやり方が適用されていますが、こうした企業訪問による
調査は、ＲＳインベストメンツが長年構築してきた中小型企業との信頼関係とネットワークがあるからこそ可能
となっているものです。このような手法で生の情報を多数収集し再構築することにより、ユニークな投資アイ
デアを作り上げ、長期的なリターンの源泉とします。

1. 通常のプレゼンテーション
2. ディスカッション
3. 業界情報等収集

ミーティングに年間約80%の時間
1人年間約500社とのミーティング

3時間ルール
CEO（最高経営責任者）
CFO（最高財務責任者）
CTO（最高技術責任者）

低 情報の価値 高
低

高

経
営
陣
に
対
す
る

ア
ク
セ
ス
の
難
易
度

本社訪問

1on1オフィス

電話
カンファレンス E・メール

1on1証券会社
カンファレンス

コール

出所：RSインベストメンツの資料をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

3時間ルール
：
：

：

経営戦略や業界動向等の定型化された情報を確認
社内で設定されている予算やその達成方法の考え方および財務諸表に現れない経営陣の資質や
会社の勢い、社長や幹部が言外に見せる会社全体の雰囲気を確認
競合他社や業界全体に対する最新のコメント等の情報を収集・確認

最初の1時間
次 の 1 時 間

最後の1時間

＊アンカー・ポイントとは？
日本語で「船の錨（いかり）を降ろす場所」
を表現する言葉であり、企業を「船」に
例えて、その企業が成長していくプロセスで
RSインベストメンツが中期的に到達できる
と予想する目標を指します。投資対象の
調査・分析においてRSインベストメンツは、
このアンカー・ポイントの設定が投資成果を
決める大きなポイントのひとつと考えており、
実際に投資後も企業がこのアンカー・
ポイントに向かって成長しているかどうかが
投資判断の重要な要素となります。

以下の場合、原則として売却します。
●アンカー・ポイントから外れるようなファンダメンタルズの変化が生じた場合
●目標株価を上回った場合
●機関投資家の保有比率が上昇した場合など

アンカー･ポイント＊
の設定

ファンダメンタルズ分析

株価の割安度を分析

ポートフォリオ構築

４つのポイント
●企業独自の優位性
●高いマーケット･シェアと利益率
●今後3～5年間の売上成長力
●有能な経営陣

2～3年後の企業の成長性と
事業環境を予測
売上高成長率、利益成長率、
マーケット･シェア、事業環境の
変化率等の目標数値を設定

株価収益率（PER）などの
株式指標分析、業績予想の
市場との認識格差

バイ･アンド･ホールド
（長期保有を基本とする）

出所：RSインベストメンツの資料をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

銘柄毎に目標株価
を設定します。

RSインベストメンツの運用体制

写真提供：RSインベストメンツ

RSインベストメンツについて

投資哲学
“Stay Ahead of Wall Street”（ウォール・ストリートの先を行く）
■企業への直接訪問を通じて入手する質の高い最新の情報をもとにしたボトム・アップ・リサーチによって、米国

金融業の中心であるウォール・ストリートに拠点をおく大手運用機関との差別化を図ります。
■深い専門性と幅広いネットワークを持った中小型株式専門の調査体制を構築しており、中小型成長企業との

強固な信頼関係を築いています。

“In Search for Next Great Business”（次世代を担う企業の発掘）
■基本的な運用姿勢は、アメリカン・ドリームを実現するような、時代の最先端をいく高成長企業を発掘し、中長期

的に大きな値上がり益を狙うというものです。
■高度に専門化された調査体制のもと、先端・革新的な技術やサービスにより次世代を担うと期待される企業

や、高い市場開拓能力を持つ高成長企業を発掘し、投資することをめざします。

米国を中心とする中小型
株式運用に豊富な経験を
持つ専門家集団
■米国の新興企業や先端企業の多くが

集約するシリコンバレーを臨むサンフラン
シスコを拠点に、米国の中小型企業を
中心とした調査・分析を行っています。

■徹底したファンダメンタルズ分 析に
基づくボトムアップ・リサーチによる
銘柄選択を行います。

中小型成長株式投資において米国屈指のファンド・マネジメント・チーム
■魅力的な新興セクターを誰よりも早く発見すべく中小型成長企業調査に特化
■長年の実績がある運用プロフェッショナルが集結する“ドリーム・チーム”（平均経験年数：17年）

出所：RSインベストメンツのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

スティーブ・ビショップ

メリッサ・
チャドウィックダン

スコット・トレーシー

クリストファー・
クラーク

トレバー・
マーティン

ジョン・ティルニー
ポール・レオン

レズニー・ブーニン ファンド・
マネージャー

半導体

素材
ソフトウェア

公益

テレコムサービス

ビジネス
サービス インダストリアル

金融

耐久消費財

輸送

天然資源/
エネルギーサービス

インターネット/ 
ITサービス/メディア

ネットワーク/
通信機器

ヘルスケア
サービス 製薬

バイオテクノロジー

レストラン
消費

ホテル

生活必需品

生産者耐久財

メディカル機器

ハード
ウェア

米国小型株式ファンド運用機関 上位20社

米国大手ベンチャー・キャピタルが1985-2002年に投資した
ベンチャー企業（現在の小型株式予備軍）

米国小型株式ファンド運用機関ベンチャー企業が集結する西海岸に
本拠を構える米国小型株式ファンド
運用機関は、RSI含め僅かに2社

運用機関：3社
ベンチャー企業：552社

運用機関：13社
ベンチャー企業：597社

運用機関：2社
ベンチャー企業：333社

運用機関：2社
ベンチャー企業：2,026社

東海岸

西海岸

シリコンバレー /
ベイエリア

その他エリア

サンベルト地帯

▪RSインベストメンツは、以下の人的構成で当ファンドの実質的な運用を行っています。
役職名 担当業務内容 人員数（人） 平均経験年（年）

ポートフォリオ・マネジャー ポートフォリオ構築および管理 5 20.6

アナリスト 調査・分析 3 12.3
（2018年6月末時点）
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運用プロセス（当ファンドの実質的な運用を行うマザーファンドの運用プロセスです）

企業訪問による分析

■ＲＳインベストメンツのアナリストは、1人当たり年平均で約500社のミーティング（電話インタビューやカン
ファレンスコールを含む）を行い、年間約80％の時間をミーティングに費やしています。初回訪問時における
ミーティングにあたっては、「3時間ルール」と呼ばれるやり方が適用されていますが、こうした企業訪問による
調査は、ＲＳインベストメンツが長年構築してきた中小型企業との信頼関係とネットワークがあるからこそ可能
となっているものです。このような手法で生の情報を多数収集し再構築することにより、ユニークな投資アイ
デアを作り上げ、長期的なリターンの源泉とします。

1. 通常のプレゼンテーション
2. ディスカッション
3. 業界情報等収集

ミーティングに年間約80%の時間
1人年間約500社とのミーティング

3時間ルール
CEO（最高経営責任者）
CFO（最高財務責任者）
CTO（最高技術責任者）

低 情報の価値 高
低

高

経
営
陣
に
対
す
る

ア
ク
セ
ス
の
難
易
度

本社訪問

1on1オフィス

電話
カンファレンス E・メール

1on1証券会社
カンファレンス

コール

出所：RSインベストメンツの資料をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

3時間ルール
：
：

：

経営戦略や業界動向等の定型化された情報を確認
社内で設定されている予算やその達成方法の考え方および財務諸表に現れない経営陣の資質や
会社の勢い、社長や幹部が言外に見せる会社全体の雰囲気を確認
競合他社や業界全体に対する最新のコメント等の情報を収集・確認

最初の1時間
次 の 1 時 間

最後の1時間

＊アンカー・ポイントとは？
日本語で「船の錨（いかり）を降ろす場所」
を表現する言葉であり、企業を「船」に
例えて、その企業が成長していくプロセスで
RSインベストメンツが中期的に到達できる
と予想する目標を指します。投資対象の
調査・分析においてRSインベストメンツは、
このアンカー・ポイントの設定が投資成果を
決める大きなポイントのひとつと考えており、
実際に投資後も企業がこのアンカー・
ポイントに向かって成長しているかどうかが
投資判断の重要な要素となります。

以下の場合、原則として売却します。
●アンカー・ポイントから外れるようなファンダメンタルズの変化が生じた場合
●目標株価を上回った場合
●機関投資家の保有比率が上昇した場合など

アンカー･ポイント＊
の設定

ファンダメンタルズ分析

株価の割安度を分析

ポートフォリオ構築

４つのポイント
●企業独自の優位性
●高いマーケット･シェアと利益率
●今後3～5年間の売上成長力
●有能な経営陣

2～3年後の企業の成長性と
事業環境を予測
売上高成長率、利益成長率、
マーケット･シェア、事業環境の
変化率等の目標数値を設定

株価収益率（PER）などの
株式指標分析、業績予想の
市場との認識格差

バイ･アンド･ホールド
（長期保有を基本とする）

出所：RSインベストメンツの資料をもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

銘柄毎に目標株価
を設定します。

RSインベストメンツの運用体制

写真提供：RSインベストメンツ

RSインベストメンツについて

投資哲学
“Stay Ahead of Wall Street”（ウォール・ストリートの先を行く）
■企業への直接訪問を通じて入手する質の高い最新の情報をもとにしたボトム・アップ・リサーチによって、米国

金融業の中心であるウォール・ストリートに拠点をおく大手運用機関との差別化を図ります。
■深い専門性と幅広いネットワークを持った中小型株式専門の調査体制を構築しており、中小型成長企業との

強固な信頼関係を築いています。

“In Search for Next Great Business”（次世代を担う企業の発掘）
■基本的な運用姿勢は、アメリカン・ドリームを実現するような、時代の最先端をいく高成長企業を発掘し、中長期

的に大きな値上がり益を狙うというものです。
■高度に専門化された調査体制のもと、先端・革新的な技術やサービスにより次世代を担うと期待される企業

や、高い市場開拓能力を持つ高成長企業を発掘し、投資することをめざします。

米国を中心とする中小型
株式運用に豊富な経験を
持つ専門家集団
■米国の新興企業や先端企業の多くが

集約するシリコンバレーを臨むサンフラン
シスコを拠点に、米国の中小型企業を
中心とした調査・分析を行っています。

■徹底したファンダメンタルズ分 析に
基づくボトムアップ・リサーチによる
銘柄選択を行います。

中小型成長株式投資において米国屈指のファンド・マネジメント・チーム
■魅力的な新興セクターを誰よりも早く発見すべく中小型成長企業調査に特化
■長年の実績がある運用プロフェッショナルが集結する“ドリーム・チーム”（平均経験年数：17年）

出所：RSインベストメンツのデータをもと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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米国小型株式ファンド運用機関 上位20社

米国大手ベンチャー・キャピタルが1985-2002年に投資した
ベンチャー企業（現在の小型株式予備軍）

米国小型株式ファンド運用機関ベンチャー企業が集結する西海岸に
本拠を構える米国小型株式ファンド
運用機関は、RSI含め僅かに2社

運用機関：3社
ベンチャー企業：552社

運用機関：13社
ベンチャー企業：597社

運用機関：2社
ベンチャー企業：333社

運用機関：2社
ベンチャー企業：2,026社

東海岸

西海岸

シリコンバレー /
ベイエリア

その他エリア

サンベルト地帯
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お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他

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）

購 入 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 単 位 販売会社が定める単位とします。

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 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・換金のお申込みの
受付を取消す場合があります。

信 託 期 間 無期限とします（2007年6月29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
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
・信託契約を解約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

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。

公 告 日本経済新聞に掲載します。

運 用 報 告 書 毎年6月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
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。

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、購入および換金のお申
込みはできません。
●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
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お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他

【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。

【お客さまには以下の費用を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、毎計算期間の最初の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、マザーファンドの純資産総額に対し、
年10,000分の120の率を乗じて得た額が日々計上され、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時に委託会社
が受け取る報酬から支払われます。

その他の費用・
手 数 料 当 フ ァ ン ド

財務諸表監査に関す
る費用

監査に係る手数料等（年額62万円および消費税）
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
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。

※�「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は
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。
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お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他 ファンドの主なリスクと留意事項

【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）
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 会 社 （募集・換金の取扱い・目論見書の交付等）

【税金】

税 金

・�税金は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、課税方法等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％

※�少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で
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および譲渡所得が5年間非課税と
なります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、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。また、未成年者口座内の少額上場株式等に係る
配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満の居住者
などを対象に、年間80万円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
所得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※�法人の場合は上記とは異なります。
※�上記は2018年6月末現在のものですので、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。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧め
します。
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お申込みメモ／当ファンドに係る費用／税金 他 ファンドの主なリスクと留意事項

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。

《主な基準価額の変動要因》
 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。当ファンドの資産を直接株式に投資している場合にも、同様のリスクがあり
ます。

 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。
すなわち、実質的に組入れた有価証券等の価格が表示通貨建てでは値上がりしていても、その通貨に対して円
が高くなった場合は円建ての評価額が下がり、基準価額が下落する場合があります。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。

 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。

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。
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 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・破綻が起りやすいリスクが
あります。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行
等により損失が発生することがあり、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。

 その他の留意点
◦�当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。
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＜設定・運用は＞

販売用資料

●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ファンドの仕組み等をご理解いただくた
めに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・保証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、お客さま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。

ご留意いただきたい事項

お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

＜投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは＞

商 号 等：新生インベストメント・マネジメント株式会社
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
2018-09


