
ＵＳ成長株オープン
（円ヘッジありコース）／（円ヘッジなしコース）

2018年初来の運用状況と今後の見通しについて

平素より、「ＵＳ成長株オープン（円ヘッジありコース）／（円ヘッジなしコース）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
本資料では2018年初来の運用状況についてご説明いたします。今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
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追加型投信／海外／株式

ファンド情報提供資料
データ基準日：2018年8月31日

設定来のファンドの基準価額などの推移（2011年6月30日（設定日）～2018年8月31日）

円ヘッジありコース

円ヘッジなしコース

1/10

設定来累計分配金（税引前）：900円

※「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご覧ください。

基準価額（分配金再投資） 21,277円

純資産総額 5.52億円

2018年

8月31日現在

・基準価額（1万口当たり）、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。

・本資料内ではファンドの名称について、ＵＳ成長株オープン（円ヘッジありコース）を「円ヘッジありコース」、ＵＳ成長株オープン（円ヘッジなしコース）を「円ヘッジ
なしコース」ということがあります。また、これらを総称して「当ファンド」、各々を「各ファンド」ということがあります。

・本資料は、ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションのコメントを基に作成しております。
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基準価額（分配金再投資） 30,072円

純資産総額 16.43億円

2018年

8月31日現在
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2018年初来の米国株式市況について

米国主要株式指数のパフォーマンスの推移

各株式指数の業種別構成比率（2018年8月31日時点）

ＮＹダウ
１０５．０

Ｓ&Ｐ５００
１０８．５

ラッセル
１０００グロース
１１５．４

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数等について】をご覧ください。
・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
・上記の業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクター分類に基づいています。
・ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、

為替・税金・手数料等を考慮しておりません。

（期間：2017年12月29日～2018年8月31日）

ナスダック
１１７．５

・四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

・2017年12月29日＝100として指数化
＊当ファンドの投資先ファンドである「ＵＳ・グロース・ストック・ファンド」の参考指数です。

※「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご覧ください。

2018年初来の米国株式市場は、大幅に上昇しました。米中間の貿易摩擦問題に対する懸念からボラティリティ

（価格変動性）が高まる局面もありましたが、市場予想を上回る好調な企業業績が米国株式市場の支えとなりました。

その他の先進国株式市場は足踏みする一方、新興国株式市場は世界的な金利上昇や強い米ドルを背景に軟調な

展開となりました。

米国では、米連邦準備制度理事会（ＦＯＭＣ）は3月、6月に政策金利をそれぞれ0.25％引き上げると同時に、ＧＤＰ
成長率が市場予想を上回る中、経済見通しについても上方修正しました。米国の失業率は低下を続ける中で、新規
雇用者数は増加基調にあり、逼迫した労働市場情勢が懸念材料となっています。

なお、米国主要株式指数の業種別割合では、近年注目が集まっている情報技術分野の割合が高くなっています。

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

ラッセル
1000グロース

ナスダック Ｓ＆Ｐ500 ＮＹダウ

情報技術 42.3% 50.3% 26.5% 19.1%

一般消費財･サービス 17.9% 19.4% 12.9% 14.6%

ヘルスケア 13.7% 12.1% 14.6% 13.4%

金融 4.3% 6.4% 13.8% 15.4%

生活必需品 5.4% 4.5% 6.7% 7.6%

資本財･サービス 11.7% 4.2% 9.6% 21.5%

不動産 2.0% 1.0% 2.7% -

電気通信サービス 0.1% 0.7% 1.9% 1.4%

エネルギー 0.9% 0.5% 5.9% 5.2%

素材 1.7% 0.4% 2.5% 1.8%

公益事業 - 0.3% 2.8% -

その他 - 0.1% - -

業種



Fund Report ／ファンドレポート

（期間：2017年12月29日～2018年8月31日）

当ファンドの2018年初来の運用状況について

（期間：2017年12月29日～2018年8月31日）

※「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご覧ください。 3/10

2018年初来の円ヘッジありコースの
基準価額（分配金再投資）の推移

ＵＳ成長株オープン （円ヘッジありコース）／（円ヘッジなしコース）

・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
・基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
また、税金・手数料等を考慮しておりません。

2018年初来の円ヘッジなしコースの
基準価額（分配金再投資）の推移

当ファンドは「ＵＳ・グロース・ストック・ファンド（以下、「ＵＳＧＳＦ」ということがあります。）」への投資を通じて、主として
米国株式に投資をいたします。ＵＳＧＳＦの年初来の主な運用状況は以下のとおりです。

・ 割安な銘柄よりも継続的に高成長が見込まれる「成長株」に投資

企業の売り上げや利益の成長率が高く、その優れた成長性ゆえに株価の上昇が期待できる「成長株」に投資を

行っています。「アマゾン・ドット・コム」や「アルファベット（Ｇｏｏｇｌｅ）」といったＩＴ企業のように革新的な商品やサービ

スを通じて市場シェアを拡大し、増収増益を続けているような企業が該当します。

・ 銘柄数を60銘柄程度に厳選

個別銘柄については2018年初来60銘柄程度に厳選して投資しています。さまざまな業種に分散投資を行う一
方、同一業種内でより成長が高く、株価上昇が見込まれる銘柄に絞って投資することにより、各業種の平均リター
ンよりも高いリターンをめざしています。足元では「アップル」、「アマゾン・ドット・コム」、「マイクロソフト」などの情報技
術関連の銘柄の組み入れが上位を占めています。

・運用実績に大きく寄与した情報技術関連銘柄
当ファンドの運用実績は、2018年初来から「円ヘッジありコース」で14.8％、「円ヘッジなしコース」で14.7％各々上
昇と、好調なパフォーマンスとなりました。その中でも「アップル」や「アマゾン・ドット・コム」などが運用実績にプラス寄
与しました。
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ＵＳＧＳＦを通じた当ファンドの運用方針について

4/10

当ファンドは、ＵＳＧＳＦへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）
株式に投資を行います。ＵＳＧＳＦの主な運用方針は以下の通りになります。

1.時価総額が大きく流動性に優れた大型株を中心に投資を行います。
企業の売り上げや利益の成長率が高く、その優れた成長性から将来の株価の上昇が期待できる大型株を中心に投
資を行います。

2.利益成長性が高いと判断される銘柄に投資を行います。
ポートフォリオの構築に際しては、ボトムアップ・アプローチを活用してアナリストによる徹底的な銘柄分析を行い、競
争環境や業種などを考慮した独自の成長基準に合致し、利益成長性が高いと判断される銘柄に投資を行います。

3.「ラッセル1000グロースインデックス｣を参考指数とします。
「ラッセル1000グロースインデックス」の業種構成比に沿ってＵＳＧＳＦの業種別の投資割合を決定します。「ラッセ
ル1000グロースインデックス」は、米国大型株を対象としたラッセル1000インデックス構成銘柄のうち、相対的に
株価純資産倍率（ＰＢＲ）が高く、成長性が高いと予想される銘柄で構成されたインデックスです。

ＵＳＧＳＦの運用プロセス

（出所）ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションの資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・上記は、2018年4月末現在のものであり、将来変更される可能性があります。また、一部簡略化して記載している部分があります。
・市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。

米国の金融商品取引所上場株式

時価総額が大きく、流動性に優れた銘柄が
リサーチ・ユニバースとなる

リサーチ・ユニバース【約1000銘柄】

主に時価総額100億
ドル以上の銘柄

プライマリー・カバレッジ

主に時価総額20億ドル以上
１００億ドル未満の銘柄

セカンダリー・カバレッジ

―――――銘柄分析―――――
業種毎に専門アナリストがリサーチを実施

買い推奨銘柄（約300銘柄）

――――銘柄選択――――
ポートフォリオ・マネージャー、
アナリストによるミーティング

ポートフォリオ構築
（約50～90銘柄）

競争環境や業種などを考慮した独自の成長基準に
合致し、利益成長性が高いと判断される銘柄に投資

銘柄分析のポイント

商品販売のターゲット層

ブランド力

（業種内における）
構造的な要素

（株価の）循環と長期的
なトレンド など

一般消費財・サービス

新製品サイクル

経営の質

マーケットシェア拡大

利益の改善度 など

情報技術

業種毎の成長基準の例

業種内における競争力等の分析

※上記は成長基準のイメージを分かりやすく説明するため、2業種のみ
を記載しています。

※実際の運用では、業種、成長基準が異なる場合があります。

 ポートフォリオ・マネージャーによる管理
 定量面からのリスク管理

ポートフォリオ管理

時価総額が20億ドル以上
（購入時）の大型株が主要

投資対象

※「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご覧ください。
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（期間：2017年12月29日～2018年8月31日）

ＵＳＧＳＦの銘柄組入れ状況と運用実績への寄与度（2018年8月末時点）

※「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご覧ください。 5/10

年初来からの寄与度上位5銘柄と下位5銘柄 上場市場別構成比率

・上記の業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクター分類に基づいています。【本資料で使用している指数等について】をご覧ください。
・上記は、個別銘柄の推奨を目的とするものではありません。
・比率はＵＳＧＳＦの純資産総額に対する割合です。
・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、
税金・手数料等を考慮しておりません。

業種別構成比率組入れ上位10銘柄

・※寄与度：年初来から8月末まで（2017年12月29日～2018年8月31日）
のＵＳＧＳＦにおける個別銘柄のリターン寄与値

ＵＳ成長株オープン （円ヘッジありコース）／（円ヘッジなしコース）

上位5銘柄

下位5銘柄

銘柄名 業種 比率

1 アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 7.2% 

2 アップル 情報技術 6.9% 

3 マイクロソフト 情報技術 4.9% 

4 アルファベット　クラスＣ 情報技術 4.6% 

5 フェイスブック　クラスＡ 情報技術 4.2% 

6 ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア 3.0% 

7 ビザ　クラスＡ 情報技術 2.4% 

8 ホーム・デポ 一般消費財・サービス 2.2% 

9 IBM 情報技術 2.0% 

10 ユニオン･パシフィック 資本財・サービス 1.9% 

ナスダック

55%

ニューヨーク証券

取引所

43%

現金等

2%

（出所）ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

銘柄名 業種 寄与度

アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス 3.3%

アップル 情報技術 2.3%

マイクロソフト 情報技術 1.6%

トゥイリオ 情報技術 0.9%

セールスフォース･ドットコム 情報技術 0.8%

情報技術

43%

一般消費財・

サービス

16%

ヘルスケア

15%

資本財・

サービス

12%

生活必需品

3%

電気通信

サービス

3%

金融

3%

素材

2%

エネルギー

1%

現金等

2%

銘柄名 業種 寄与度

チャーター・コミュニケーションズ

クラスＡ
一般消費財・サービス -0.3%

ブロードコム　 情報技術 -0.3%

アメリプライズ･ファイナンシャル 金融 -0.3%

ペプシコ 生活必需品 -0.3%

ダラー・ツリー 一般消費財・サービス -0.3%
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【ご参考】 ＩＴ（情報技術）産業の今後の見通し

 ＡＩ（人工知能）、ＩｏＴ（モノのインターネット）、ロボット技術などを軸とする第4次産業革命において、各国がその覇権を
握るべくしのぎを削るなか、その先導役を担うＩＴ産業への注目が高まっています。

 ＩＴ株式はＰＥＲ（株価収益率）が上昇し一部で割高との評価もありますが、ＩＴバブル期に比べるとまだ低水準です。第4
次産業革命の根源となる情報通信技術、その基幹をなす半導体分野は今後も好調な状況が期待されます。

米国Ｓ&Ｐ５００（総合およびＩＴ）の推移

※「本資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご覧ください。 6/10

・ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、
為替・税金・手数料等を考慮しておりません。

・ 運用方針は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

米国株式（業種別）の予想ＥＰＳ（1株あたり利益）の推移

ＵＳ成長株オープン （円ヘッジありコース）／（円ヘッジなしコース）

(出所） ＭＳＣＩ、Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｒｅｕｔｅｒｓ Ｄａｔａｓｔｒｅａｍ、Ｉ/Ｂ/Ｅ/Ｓ、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ
のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信 経済調査室作成

今後の市場見通しと運用方針

(出所） ＭＳＣＩ、Ｔｈｏｍｓｏｎ Ｒｅｕｔｅｒｓ Ｄａｔａｓｔｒｅａｍ、Ｉ/Ｂ/Ｅ/Ｓ
のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信 経済調査室作成

・上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数等について】をご覧ください。
・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

米国の経済状況は、引き続き良好に推移しています。米国の企業収益は引き続き堅調で、高水準の売上、収益や

キャッシュフローの好調な伸びなどがみられます。好調な企業収益は、今後も引き続き米国株式市場の支えとなる

とみています。米国経済の拡大基調は史上 長を記録、米国ＩＳＭ製造業景況指数は8月に14年ぶりの高水準とな

り、9月の利上げが見込まれています。ＦＯＭＣは今後も利上げを継続するものの、市場の安定性を鑑み、緩やかな

ペースで実施すると予想しています。

貿易摩擦を巡る相場変動リスク、米中間選挙結果、ＦＯＭＣの金融政策の方向性などが引き続き主な懸念材料とな
ると考えています。米国とカナダや欧州連合（ＥＵ）との間の通商協議の進展については懐疑的な見方をしており、米
中間の通商協議と同様、結論は先延ばしされる可能性があるとみています。中国経済も、低調な小売売上高や鉱
工業生産、海外直接投資の減少など、減速が懸念されています。米国はグローバル経済において優位な立場を維
持しており、グローバル経済が現状を維持するようであれば、2018年後半も緩やかに上昇する可能性があるとみて
います。

当ファンドでは、魅力的な成長見通しを有していると思われる企業を引き続き選好し、規律あるリサーチを重視した従
前からの投資スタンスを継続していく方針です。
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素材・エネルギー
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IT（情報技術）
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電気通信サービ

ス･公益

消費関連

（一般消費財･サービス、生活必需品）

ヘルス

ケア

予想ＰＥＲ（倍）（ＭＳＣＩベース、12ヶ月先）

・1998年1月1日=100として指数化

（期間：1998年1月1日～2018年8月31日） （期間：1998年1月1日～2018年8月31日）

・2003年の平均=100として指数化 ・ＭＳＣＩ（米ドル）ベース。予想ＥＰＳは
12ヶ月先予想。 ・ＩＴ、ヘルスケア、金融および資本財・サービス以外は各
業種のＥＰＳを時価総額で加重平均した値。

過去20年平均 直近
2000年

平均

総合 16.7 23.3 17.2

IT 21.3 41.6 19.4

半導体関連 22.6 32.1 13.1



ＵＳ成長株オープン （円ヘッジありコース）（円ヘッジなしコース）

■ファンドの目的
信託財産の成長を目指して運用を行います。

■ファンドの特色
特色１ 米国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式を主要投資対象とします。
・各ファンドは、ＵＳ・グロース・ストック・ファンド*（以下｢ＵＳＧＳＦ｣ということがあります。）への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所上場
（これに準ずるものを含みます。）株式に投資を行います。
また、マネー・ポートフォリオ マザーファンドへの投資も行います。

*ＵＳＧＳＦは、円建のケイマン籍投資信託証券で、ＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションが運用を行います。
※ＵＳＧＳＦの主な運用方針
米国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式を中心に投資を行います。
・時価総額が大きく流動性に優れた大型株を中心に投資を行います。
・ポートフォリオの構築に際しては、ボトムアップ・アプローチを活用しアナリストによる徹底的な銘柄分析を行い、競争環境や業種などを考慮した
独自の成長基準に合致し、利益成長性が高いと判断される銘柄に投資を行います。

特色２ 円ヘッジありコースおよび円ヘッジなしコースの計2本のファンドで構成されています。また、各ファンド間でスイッチング*が可能です。
・円ヘッジありコースが投資を行うＵＳＧＳＦ（ＪＰＹクラス）では、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
*【スイッチング】各ファンドを換金した受取金額をもって当該換金の請求日に別の各ファンドの購入の申込みを行うことをいいます。

■ファンドのしくみ
・ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。

＜投資対象ファンド＞
ＵＳ・グロース・ストック・ファンド ＪＰＹクラス（円ヘッジありコースが投資します。）
ＵＳ・グロース・ストック・ファンド ＵＳＤクラス（円ヘッジなしコースが投資します。）
マネー・ポートフォリオ マザーファンド

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

特色３ 年2回決算を行い、収益の分配を行います。
・毎年4月26日および10月26日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
収益分配方針
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。

（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

将来の収益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なく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。

ファンドの目的・特色

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

【本資料で使用している指数等について】

■ＮＹダウ：ダウ・ジョーンズ工業株価平均

ダウ・ジョーンズ工業株価平均とは、Ｓ&Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国を代表する優良30銘柄で構成

されています。

■Ｓ＆Ｐ500：Ｓ&Ｐ500株価指数

Ｓ&Ｐ500株価指数とは、Ｓ&Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、

流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したも

のです。

■ナスダック：ＮＡＳＤＡＱ総合指数

ＮＡＳＤＡＱ総合指数とは、米国のＮＡＳＤＡＱ株式市場で取引されているすべての普通株で構成される株価指数であり、時価総額加重平均に

より計算されています。

■ラッセル1000グロース：ラッセル1000グロースインデックス

ラッセル1000グロースインデックスは、米国大型株を対象としたラッセル1000インデックス構成銘柄のうち、相対的に株価純資産倍率(ＰＢＲ)

が高く、成長性が高いと予想される銘柄で構成されたインデックスです。ラッセル・インデックスに関連するトレードマーク、サービスマークおよ

び著作権は、Ｆｒａｎｋ Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｃｏｍｐａｎｙに帰属します。

■米国株式：ＭＳＣＩ 米国インデックス

ＭＳＣＩ 米国インデックスとは、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.が開発した米国の株価指数です。同指数に対する著作権およびその他知的財産権はすべてＭＳＣＩ

Ｉｎｃ.に帰属します。

■ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）：Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ (“ＧＩＣＳ”)

Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ (“ＧＩＣＳ”)は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ.とＳ&Ｐ（Ｓｔａｎｄａｒｄ & Ｐｏｏｒ‘ｓ）が開発した業種分類です。ＧＩＣＳに関

する知的財産所有権はＭＳＣＩ Ｉｎｃ.およびＳ&Ｐに帰属します。
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ＵＳ成長株オープン （円ヘッジありコース）（円ヘッジなしコース）

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

投資リスク

■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの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。
投資信託は預貯金と異なります。
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。

■その他の留意点
・投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、
基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を
示すものではありません。

・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には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。

・当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

上記のリスクは主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

実質的に投資している株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響
を受け変動します。株式の価格が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。

為替変動
リスク

＜円ヘッジありコース＞
主要投資対象とする外国投資信託は、主に米ドル建資産へ投資しますので、為替変動リスクが生じます。これら外貨建資
産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除
することはできません。また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドルとの金利差相当分のヘッジコストがかかること
にご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
＜円ヘッジなしコース＞
主要投資対象とする外国投資信託は、主に米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して強く（円安に）なれ
ば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。

株価変動
リスク

手続・手数料等

■お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額

※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込不可日
ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合には、購入・換金はできません。

※具体的な日付については、委託会社のホームページ（「ファンド関連情報」内の「お申込み不可日一覧」）をご覧ください。

申込締切時間 原則として、午後3時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。

換金制限 当ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金はできません。

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、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申

込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。

スイッチング

各ファンド間でのスイッチングが可能です。

※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。

スイッチングを行う場合の手続・手数料等は、販売会社に確認してください。

信託期間 2021年10月26日まで（2011年6月30日設定）

繰上償還

各ファンドの受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、または各ファンドの受益権の総口数の合計が20億口を下

回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

なお、各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には繰上償還となります。

決算日 毎年4・10月の26日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年2回の決算時に分配を行います。

販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償

還時の譲渡益に対して課税されます。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。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を

ご覧ください。
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ＵＳ成長株オープン （円ヘッジありコース）（円ヘッジなしコース）

本資料のご利用にあたっての注意事項等

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404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

＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/

＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034

（受付時間 営業日の9：00～17：00）

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三井住友信託銀行株式会社

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料

信託財産留保額 ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

各ファンド
日々の純資産総額に対して、年率1.1664％（税抜 年率1.0800％）をかけた額

※日々計上され、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。

投資対象とする

投資信託証券

投資対象ファンドの純資産総額に対して、年率0.64％程度

（マネー・ポートフォリオ マザーファンドは除きます。）

実質的な負担

各ファンドの純資産総額に対して、年率1.81％程度（税抜 年率1.72％程度）

※各ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた実質的な信託報

　 酬率です。

その他の費用・

手数料

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、各

　 ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

※投資対象とする投資信託証券における信託（管理）報酬率を含めた実質的な報酬率について、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時

　 の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、外国投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の

 　費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等は確定していないことなどから、実質的な信託報酬率には含

　 めておりません。

運用管理費用

（信託報酬）

監査法人に支払われる各ファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を

海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についても各ファンドが負

担します。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に各ファンドから支払われます。

購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3.00％）（販売会社が定めます）

（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

手続・手数料等

●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする 新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず
ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等
に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等
や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信託は、
預金等や保険契約とは異なり、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。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資
者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。
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商号
（＊は取次販売会社）

日本証券業
協会

一般社団法人
日本

投資顧問業
協会

一般社団法人
金融先物
取引業協会

一般社団法人
第二種

金融商品
取引業協会

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20号 ○
株式会社三井住友銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号 ○ ○ ○

登録番号等

販売会社情報一覧表

ファンド名称：ＵＳ成長株オープン
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