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マーケット
レポート

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
＜追加型投信／海外／株式＞

◆ リーマン・ショック後の米国の政策対応であるＱＥ（量的金融緩和）の後押しもあり、米国経済
は企業業績の好調な推移等を背景に順調に拡大、株式市場も史上最高値水準にあります。
◆ 当ファンドが注目する米国小型成長株式市況は、騰落幅が比較的大きかった2014年を
経て明るい展望が見えつつあります。
◆ 当資料では、こうした現状と今後の見通しについて、ポイントを絞ってご説明いたしますので、
ご高覧賜りますようお願い申しあげます。

ポイント① 相対的に出遅れている米国新興株式市場
 ＩＴバブル崩壊、そしてリーマン・ショックを経て米国株式市場が本格的な回復期を迎える中、ＮＹダウは既に
ＩＴバブル当時の水準を大きく超えています。
 また米国の新興成長企業が多く上場しているＮＡＳＤＡＱ市場は長らく「ＩＴバブル崩壊」の影響が残りましたが、
その影響も徐々に薄れてようやく2000年3月当時の水準まで回復してきました。

ITバブル後の米国株式市場推移
（期間：2000年3月末～2014年12月末）

ＩＴバブルのピーク

（2000年3月末＝100として指数化しています。）

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
・ 上記は指数を使用しています。指数については【当資料で使用した指数について】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。

■上記は、過去の実績・状況です。■本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の
変動等を示唆･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。
※後記の「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。
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ポイント② 市場センチメントの好転により反発に転じた米国小型成長株市況
 2014年の米国小型成長株式は値動きが比較的大きい一年でした。
 3月下旬以降は利益確定と見られる下落、7月にはウクライナや中東情勢等への懸念に起因する投資家の
リスク回避姿勢から下落、9月には米国の早期利上げ観測や地政学リスクへの警戒感から再び下落しました。
 その後、10月後半からは、小型成長企業の好調な決算発表や、米国のＧＤＰ成長率が予想を上回ったこと
等を受けて市場のセンチメントが好転し、反発しました。

ラッセル2000グロースインデックスとＳ＆Ｐ500株価指数の比較
（期間：2014年1月2日～2014年12月31日）

《7月》

《9月～10月中旬》

《3月下旬～5月中旬》

・ 2014年1月2日＝100として指数化しています。
・ 計測期間が異なる場合は結果も異なることにご注意ください。
・ 上記は指数を使用しています。指数については【当資料で使用した指数について】をご覧ください。

■上記は、過去の実績・状況です。■本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の
変動等を示唆･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。
※後記の「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。
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ポイント③ ＩＰＯ件数の回復に垣間見られる次代の“イノベーション”の波
 2014年、ベンチャー・キャピタル支援を受けたＩＰＯ件数は14年ぶりに100件を超えるなど、小型成長企業に
とって望ましい環境が再来している可能性があります。
 現在、世界に名だたる巨大企業もＩＰＯを経て、“イノベーション”の波に乗って成長したベンチャー企業であり、
ＩＰＯ件数の回復は将来の巨大企業の「タネ」が再び増えてきていることを意味します。

ベンチャー・キャピタルから資金調達した企業のＩＰＯ件数
（件）

（期間：1980年～2014年）

≪2014年以降にデビュー（ＩＰＯ）するスター候補群≫（2014年9月末現在）
フィット・ビット 高性能センサーで運動量に加え、睡眠サイクル等も計測してデータを記録できる小型ワイヤレス機器を開発。
スクウェア
スマートフォンでクレジットカード決済を行える、小型読み取り機器を開発。
ウーバー
スマートフォンの位置情報を使い、近くのハイヤーを呼び出すことができるシステムを提供。
ピンタレスト
ネット上で見つけた、お気に入りの写真や動画を収集し、他のユーザーと共有できるＳＮＳサービスを提供。

長期的に継続する“イノベーション”
ログミーイン

＜イメージ図＞

モノのインターネット
（IｏT：Internet of Things）
アルティメット・ソフトェア
ネットスケープ

シスコ

マイクロソフト

グーグル
ユーロネット・ワールドワイド

オラクル
アップル

クアルコム

インテル

半導体

ＰＣ、ＰＣソフト

企業向け
システム

クラウド・コンピューティング

通信
ハードウェア

イーベイ

コンスタント・コンタクト

ＳＮＳ、モバイル・コンピュータ

インターネット
現在

1975年

（出所）ベイビュー・アセット・マネジメントの資料より三菱ＵＦＪ投信作成
・ 上記はイメージであり、特定の銘柄の価格変動等の示唆・保証、または推奨を目的とするものではありません。また、ファンドが投資する銘柄とは異なる場合があります。
■上記は、過去の実績・状況です。■本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の
変動等を示唆･保証するものではありません。
※後記の「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。
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ポイント④ 金利上昇局面はむしろ追い風に
 米国のＱＥ（量的金融緩和）終了後、好調な企業業績等を背景に米国株式市場は力強く上昇していますが、
今後は景気の急拡大により、政策金利引き上げに伴う金利水準の上昇局面が出てくる可能性があります。
 しかしながら、過去の景気回復に伴う金利上昇局面を見ますと、景気の拡大を原動力に米国小型成長株式
は上昇する傾向があります。

米国の政策金利
（期間：1995年1月末～2014年12月末）
2 景気回復、
金利上昇

1
1 景気回復、
金利上昇

2

金利上昇局面における米主要株価指数

（期間：1999年6月末～2000年2月末）

（期間：2004年5月末～2006年3月末）

1

2

（出所）ラッセル社、ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

・ 上記は指数を使用しています。指数については【当資料で使用した指数について】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。

■上記は、過去の実績・状況です。■本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の
変動等を示唆･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ので、実質的な投資成果
を示すものではありません。
※後記の「当資料に関するご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。
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ファンドの特色
1

米国の新興成長企業株式に実質的に投資します。

2

ボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を厳選します。

3

ＲＳインベストメンツ社に運用指図に関する権限を委託します。

4

原則として為替ヘッジを行いません。

5

年4回の決算時（1・4・7・10月の各7日）に分配を行います。

ＲＳインベストメンツ社は、新興成長企業が集結する米国の
西海岸、「シリコン・バレー」を臨むサンフランシスコにあり、
新興企業向け金融機関の「ロバートソン・スティーブンス＆
カンパニー」の伝統を継承する、米国中小型株式運用の
“ブティック・ハウス” （専門会社）です。

分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

当ファンドの主なリスク
主な投資リスクとして、組入株式の価格変動リスクや為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。

価格変動リスク 株式市場の相場変動により組入株式の

信用リスク

価格が下落することがあります。

組入株式の発行者の倒産や財務状況の
悪化等の影響により、組入株式の価格が
下落することがあります。

為替変動リスク 外貨建資産に投資しますので、為替の
変動により損失を被ることがあります。
ファンドは、中小型株を主要投資対象としているため、大型株中心に投資する場合に比べ、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。

したがって、投資者のみなさまの投資元金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、投資元金を割り込むことがあります。
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お客さまにご負担いただく費用
購

入

時

購入時手数料

購入価額×3.24％（税抜 3％）（上限）
購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは販売会社にご確認ください。

換

金

時

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額×0.3％

運用管理費用
（ 信 託 報 酬 ）

純資産総額×年2.2464％（税抜 年2.08％）

その他の費用・
手
数
料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用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。

保有期間中

・ お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入金額や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）をご覧ください。

【当資料に関するご注意事項等】
■ 当資料は、「アメリカン・ニュー・ステージ・オープン」の投資環境等をお知らせするために三菱ＵＦＪ投信が作成した資料であり、金融商品取引法
に基づく開示資料ではありません。また、勧誘を目的に作成したものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新
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。
■ 当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。
■ 当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・完全性を保証するものではありません。
■ 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。
■ 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。販売会社が
登録金融機関の場合、投資者保護基金に加入しておりません。

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投信株式会社

受託会社（ファンドの財産の保管・管理等） 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
販売会社（購入・換金の取扱い等）

後記の各照会先でご確認いただけます。
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設定・運用 … 三菱ＵＦＪ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

販売会社情報一覧表
ファンド名称：アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
商号

登録番号等

加入協会

金融商品取引業者
近畿財務局長（金商）第370号

日本証券業協会

池田泉州ＴＴ証券株式会社

金融商品取引業者
近畿財務局長（金商）第15号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

岩井コスモ証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第32号

日本証券業協会

宇都宮証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第44号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社 ＳＢＩ証券

金融商品取引業者
近畿財務局長（金商）第20号

日本証券業協会

髙木証券株式会社

金融商品取引業者
中国財務局長（金商）第6号

日本証券業協会

中銀証券株式会社

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者
東海財務局長（金商）第140号

日本証券業協会／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

金融商品取引業者
福岡財務支局長（金商）第75号

日本証券業協会

西日本シティＴＴ証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第1977号

日本証券業協会

浜銀ＴＴ証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第167号

日本証券業協会

丸三証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第195号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

楽天証券株式会社

金融商品取引業者
中国財務局長（金商）第8号

日本証券業協会

ワイエム証券株式会社

【当資料で使用している指数について】
【ラッセル2000グロースインデックス】
ラッセル2000グロースインデックスとは、米国の小型グロース株の値動きを表す指数で、米国株式市場の時価総額上位3,000銘柄の
うちの時価総額の小さい約2,000銘柄から成長性・割安度を測るスコアにより成長性の高い銘柄を抽出し、算出されます。同指数に
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、ラッセル・インベストメントに帰属します。
【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の商品で、輸送株と公益株以外の商品とサービスを提供
する米国のすべての上場銘柄から、米国を代表する優良30銘柄を選出し、指数化したものです。
【ＮＡＳＤＡＱ総合指数】
ＮＡＳＤＡＱ総合指数とは、ＮＡＳＤＡＱ上場全銘柄の時価総額加重平均により算出され、1971年2月5日を基準値100としています。
【Ｓ＆Ｐ５００株価指数】
S＆P500株価指数は、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。

今後とも、「アメリカン・ニュー・ステージ・オープン」をご愛顧賜りますよう、
どうぞよろしくお願い申しあげます。
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