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当ファンドは、米国中小型株式における魅力的な投資機会とティー・ロウ・プライスの
運用力を掛け合わせ、米国中小型株式の投資妙味を日本の投資家の皆さまにお届けします。

当ファンドは、米国中小型株式における魅力的な投資機会とティー・ロウ・プライスの
運用力を掛け合わせ、米国中小型株式の投資妙味を日本の投資家の皆さまにお届けします。

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成　　　期間：1978年12月末～2022年12月末（月次）
・米国中小型株式はラッセル2500指数、米国大型株式はS&P500の米ドルベースのリターンを使用しています。
・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

1978年12月末＝100として指数化

・リスクは月次リターンの標準偏差を年率換算したものであり、平均
リターンからどの程度かい離するか、値動きの振れ幅の度合いを
示しています。

米国中小型株式の長期パフォーマンス（米ドルベース）
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米国株式市場の時価総額分類イメージ当ファンドにおける米国中小型株式とは…

原則として、代表的な米国中小型株式指数であるラッセル2500指数に採用されている銘柄の最大時価総額を上限として、それと同じか
下回る銘柄と定義します。したがって、ラッセル2500指数採用銘柄以外にも投資する場合があります。また、投資時点で米国中小型
株式に該当する銘柄であっても、継続保有などにより、上限を上回る銘柄に投資する場合があります。

ラッセル2500指数は、米国株式のうち、時価総額などを基準に上位3,000銘柄で構成されるラッセル3000指数のうち、時価総額下位
2,500銘柄から構成される指数で米国の中小型株式指数として広く用いられています。

ラッセルおよびRussell®はロンドン証券取引所グループplc（London Stock Exchange Group plc）の登録商標であり、これらの商標に関するすべての権利
はロンドン証券取引所グループplcに帰属します。
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■  米国大型株式を1978年12月から振り返ると、20％以上下落した弱気相
場は6回訪れました。

■  直近を除く、弱気相場後の小型株式の反発力は大型株式を大きく上回って
おり、1年後のパフォーマンス格差は平均で約28.7％となりました。

底打ちからの高い反発力

米国大型株式の
弱気相場

弱気相場における
下落率

弱気相場後の米国小型株式の騰落率＊と
米国大型株式との差

開始日
（ピーク）

終了日
（底打ち）

米国小型
株式

米国大型
株式 6ヵ月後 差 １年後 差 ２年後 

（年率） 差

1980/11/28 1982/8/12 -22.4% -27.1% 64.6% 20.5% 93.9% 35.6% 31.8% 4.7%

1987/8/25 1987/12/4 -38.7% -33.5% 34.7% 15.7% 33.9% 12.5% 25.7% 0.4%

2000/3/24 2002/10/9 -43.1% -49.1% 13.8% 2.3% 59.4% 25.7% 32.7% 12.5%

2007/10/9 2009/3/9 -59.4% -56.8% 70.8% 18.1% 95.1% 26.5% 54.7% 15.0%

2020/2/19 2020/3/23 -40.8% -33.9% 44.8% 0.1% 118.0% 43.3% 43.1% 2.0%

2022/1/3 2022/10/12 -25.7% -25.4% ー ー ー

平均パフォーマンス格差 +11.4％ +28.7％ +6.9％

底打ち後の米国小型株式と大型株式のパフォーマンス格差

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
期間：1978年12月29日～2022年12月30日（日次）

・米国小型株式はラッセル2000指数、米国大型株式はS&P500の米ドルベースのリターンを使用しています。
＊騰落率は弱気相場の終了日（底打ち）と各期間経過後の応当日におけるラッセル2000の騰落率を表示しています。

米国内の売上高比率が
 90％以上の企業

31.5％
米国内の売上高比率が

 90％以上の企業

（1,342社/2,281社中） （158社/502社中）

米国中小型株式 米国大型株式

58.8％

■  中小型株式は、内需向けビジネスが中心のため売上高に占める
米国の割合が大きく、大型株式と比較して国内景気動向に敏感
に反応しやすい特徴があります。

■  そのため、米国の堅調な需要の恩恵を先行して享受でき、かつ世界
経済や米ドル変動の影響を受けづらい傾向があります。

米国内売上高が90％以上を占める企業の比率

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
2022年12月末時点

・米国中小型株式はラッセル2500指数、米国大型株式はS&P500を使用しています。
・各指数において、ファクトセットで国別売上高比率が取得可能な銘柄を集計しています。

米国中小型株式
における投資機会
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■  中小型株式に分類される企業の1株当たり利益（EPS）の推移をみると、
コロナショックなどの危機発生時に影響を受けやすいものの、成長
時の伸び率は大型株式を上回っています。

■  今後も中小型株式が大型株式を上回る成長が予想されています。

1株当たり利益（EPS）の推移

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
期間：2016年～2024年（年次）

・米国中小型株式はラッセル2500指数、米国大型株式はS&P500を使用しています。
・2023年、2024年の予想はファクトセットが集計した2023年1月16日時点のアナリスト予想値を使用しています。

■  大型株式と比較して、中小型株式のバリュエーションは過去20年で
みて割安な水準にあります。

■  足元は大型株式に先行して悪材料を織り込んだ魅力的な株価水準
と捉えることができます。

相対バリュエーションの推移

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
期間：2002年12月末～2022年12月末（月次）

・米国中小型株式はラッセル2500指数、米国大型株式はS&P500を使用しています。
・ 相対バリュエーションは、株価を割高か割安か判断する指標の一つである株価収益率（PER）を用いて、

米国中小型株式のPERを米国大型株式のPERで割って表示しています。米国大型株式に対して米国中小型
株式のバリュエーションが、値が高いほど割高、低いほど割安であることを示します。

魅力的なバリュエーションと高い業績成長期待米国中小型株式
における投資機会

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。
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434社150億米ドル以上

企業数 アナリスト平均人数

約23人

約12人

約6人25億米ドル未満

25億米ドル以上
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平均騰落率 931.4%
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米国大型株式の差
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パフォーマンス
格差

下位50社の
平均騰落率
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608.5%

1,030.7%
608.5%

■  中小型株式を担当するアナリストの数は大型株式と比べて少なく、
企業に関する情報が限定的なことから、未発掘の魅力的な企業が存在
していることが考えられます。

■  中小型株式は十分な情報が市場に行きわたらないことや流動性が
低いことなどを背景に、大型株式と比較して株価の変動が大きく、銘
柄間のパフォーマンス格差が大きい傾向にあるため、綿密な企業
調査と慎重な銘柄選択が重要になります。

時価総額別 企業数とアナリストの平均人数 騰落率上位50社、下位50社の比較（10年間）

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
2022年12月末時点

・ラッセル3000指数構成銘柄を時価総額で分類しています。
・ アナリスト数は、ファクトセットにて取得可能な各時価総額範囲に属する銘柄にレーティングを付与している

アナリストの平均人数を表示しています。

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
・ 米国中小型株式はラッセル2500指数、米国大型株式はS&P500において、2012年12月末時点の構成銘柄で、

2022年12月末時点も株価が取得可能な銘柄を対象として分析しています。
・ 2012年12月末時点と2022年12月末時点の株価の騰落率を集計しています。各指数における騰落率が上位・

下位1％の値は異常値として除外しています。

隠れた投資機会と企業調査の重要性米国中小型株式
における投資機会

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。



上場廃止等

25億米ドル未満時価総額
（2022年12月末時点）

25億米ドル以上
150億米ドル未満

16社/2,458社中（約0.7％）が
約74倍に成長

平均リターン

7,363%

平均リターン
2,040%

平均リターン
753%

平均リターン
123%

150億米ドル以上
500億米ドル未満

500億米ドル以上

1,590社

439社

334社

79社

米国中小型株式 
2,458銘柄の成長分布

■  中小型株式の過去20年間の企業規模の変化をみると、半数以上は倒産や買収によって上場廃止等になっています。
■  競争の激しい米国において、生き残り、大型企業になることが期待される企業の成長拡大期を捉えるには徹底的な企業調査・分析が重要になります。

米国中小型株式
における投資機会 玉石混交の米国中小型株式市場

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

米国中小型株式の過去20年間の平均リターン （ご参考）500億米ドル以上に成長した企業

企業名 セクター 時価総額
（億米ドル）

1 サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック ヘルスケア 2,160
2 ネットフリックス コミュニケーション・サービス 1,312
3 ブラックロック 金融 1,064
4 プロロジス 不動産 1,041
5 アメリカン・タワー・コーポレーション 不動産 986
6 インテュイティブサージカル ヘルスケア 938
7 ブッキング・ホールディングス 一般消費財・サービス 782
8 リジェネロン・ファーマシューティカルズ ヘルスケア 773
9 バーテックス・ファーマシューティカルズ ヘルスケア 741
10 ヒューマナ ヘルスケア 648
11 アクティビジョン・ブリザード コミュニケーション・サービス 599
12 クラウン・キャッスル 不動産 587
13 ラム・リサーチ 情報技術 573
14 フリーポート・マクモラン 素材 543
15 パイオニア・ナチュラル・リソーシズ エネルギー 543
16 オライリー・オートモティブ 一般消費財・サービス 528

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
2022年12月末時点

・ 上記の銘柄は、時価総額の増加により、2022年12月末時点でラッセル2500指数の構成銘柄から除外されて
います。

・ セクターは世界産業分類基準（GICS）を使用しています。GICSは年次更新され、報告は適宜更新内容を反映
します。GICSの情報は後記の「世界産業分類基準（GICS）について」をご確認ください。

・ 引用した個別銘柄等につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
期間：2002年12月末～2022年12月末

・ 米国中小型株式は、2002年12月末時点のラッセル2500指数構成銘柄で時価総額が取得可能な2,458銘柄を
対象に分析しています。

・ 平均リターンは2022年12月末時点で各時価総額範囲に属する銘柄の20年間の株価騰落率を銘柄数で割った
平均騰落率を表示しています。

・ファクトセットにて、2022年12月末時点の時価総額が取得できない銘柄を上場廃止等に分類しています。



・上記は、作成時点の分析、運用方針であり、将来変更される場合があります。

米国中小型株式市場

しかし…
相対的に値動きが大きい傾向

企業情報が限定的

玉石混交の
米国中小型株式市場で

良好なパフォーマンスを
実現するために

グロース銘柄

共通項目

バリュー銘柄

・�長期的な成長は実現
可能か？
・成長要因はなにか？

・財務、業績は堅調か？
・�ビジネスモデルは
魅力的か？

・割安の要因はなにか？
・�課題を解決して、株価が
反転上昇するか？

オールスタイル運用での着眼点

相対的にリターンが高い傾向
バリュエーションも魅力的

独自の企業調査力を活用した
「オールスタイル運用」を通じて

非効率性や成長性、割安なバリュエーションから
生まれる魅力的な投資機会を追求

大型株式と比較して
良好な業績成長予想

将来の大型企業に
成長する潜在性

ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド

特定の銘柄・スタイルに偏ることなく、幅広いセクターに投資することで
様々な市場環境に対応できるポートフォリオを目指します。

米国中小型株式におけるオールスタイル運用ティー・ロウ・プライス
の運用力

等

等

等



2001年7月末＝100として指数化

2022年12月末時点
・モーニングスターカテゴリー：EAA-US Small-Cap Equity
・モーニングスターについては「留意事項」のページをご確認ください。

モーニングスター・レーティング
総合、10年、5年 当運用戦略

633
米国中小型株式
586
米国大型株式
482

当運用戦略
リターン
（年率）

9.0%
17.5%
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リスク
投資効率
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（2022年12月末時点）

■  当ファンドと同様の運用を行うコンポジット（以下、当運用戦略）は、2001年7月のパフォーマンス計測開始以来、米国中小型株式、米国大型株式を
上回るパフォーマンスを実現してきました。

■  外部評価機関からも高く評価されており、モーニングスター・レーティングでは総合、10年、５年で5つ星を獲得しています。

当運用戦略のパフォーマンス（信託報酬控除後、米ドルベース）

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
期間：2001年7月末～2022年12月末（月次）

・ 当運用戦略は米ドルベースの月次リターンを用いて、コンポジットの計測開始日である2001年7月末を100として指数化しています。信託報酬率は当ファンドの年1.738%（税込）を用いています。
・ コンポジットとは、同様の運用目的や運用戦略に従って運用されるポートフォリオを1つに集めたものをいいます。
・米国中小型株式はラッセル2500指数、米国大型株式はS&P500の税引前配当込み、米ドルベースのリターンを使用しています。
・ リスクは月次リターンの標準偏差を年率換算したものであり、平均リターンからどの程度かい離するか、値動きの振れ幅の度合いを示しています。投資効率はリスクに対するリターンの大きさを示しています。値が大きいほど投資効

率が良いとされます。
・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略で運用されているコンポジットあるいは、当該コンポジットを構成する代表口座・ファンドのものであり、当ファンドのものではありません。当ファンドの将来の投資成果を示唆
または保証するものではありません。

設定来（20年超）で米国大型株式を大きく上回るティー・ロウ・プライス
の運用力
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株価（左軸）
代表ファンドの組入比率（右軸）

（年/月）

（%） （米ドル）

0

100

200

300

400

0

1

2

3

4

5

2021/92020/92019/92018/9 2022/9

株価（左軸）
代表ファンドの組入比率（右軸）

（年/月）

（%）

当運用戦略の組入銘柄ティー・ロウ・プライス
の運用力

株価、組入比率の推移　期間：2016年12月末～2022年12月末 株価、組入比率の推移　期間：2018年9月末～2022年12月末

モリーナ・ヘルスケア オールド・ドミニオン・フレイト・ライン
セクター ヘルスケア 株式時価総額 193億米ドル

売上高比率 米国�100％ スタイル 中型コア＊

セクター 資本財・サービス 株式時価総額 314億米ドル

売上高比率 米国�100％ スタイル 中型グロース

着眼点 卓越した経営陣によるプラン買収・再建と長期的な成長への期待 着眼点 燃料費高騰によるコスト上昇を価格転嫁可能な競争力

企業概要
■  公的医療保障が限定的なため民間医療保険加入が大勢を占める米国において、マネー

ジドケア・サービスを提供
■  マネージドケアとは、医療機関と保険会社の間を仲介することで患者の医療費高騰の抑

制と医療の質の向上を図るビジネスのこと
■  同社はより小規模な同業他社を買収することで520万人（2021年12月末時点）の加入者を

擁しており、シェア拡大および医療保障へのアクセス改善が期待できる

企業概要
■  米国全域で小口混載輸送（LTL）サービスを提供
■  定時運航率は99％超を誇り、全米LTL業者の中で13年連続1位に（2022年9月時点）
■  輸送量減少や燃料費高騰の逆風が吹くマクロ環境下でも、1便あたり積載量の増加や輸

送費への価格転嫁が可能な競争力を有することから、インフレにも強く長期的な業績成
長が見込まれる

上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略で運用されているコンポジットあるいは、当該コンポジットを構成する代表口座・ファンドのものであり、当ファンドのものではありません。当ファンドの将来の投資成果を示唆
または保証するものではありません。

出所： ファクトセット、モーニングスターのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成。  株式時価総額、スタイル：2022年12月末時点、売上高比率：2023年1月10日時点でファクトセットにて取得可能な数値。
・写真はイメージです。
・スタイルはモーニングスターによる分類です。
・セクターは世界産業分類基準（GICS）を使用しています。GICSは年次更新され、報告は適宜更新内容を反映します。GICSの情報は後記の「世界産業分類基準（GICS）について」をご確認ください。
・引用した個別銘柄等につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、上記は過去の保有状況を示しており、将来の組み入れまたは売却を示唆・保証するものではありません。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

＊コアとは、モーニングスターが株価や指標などからグロースとバリューの特性が同程度と判定した銘柄の属性をいいます。
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株価（左軸）
代表ファンドの組入比率（右軸）

（年/月）
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株価（左軸）
代表ファンドの組入比率（右軸）

（年/月）

当運用戦略の組入銘柄ティー・ロウ・プライス
の運用力

ノヴァンタ パシフィック・プレミア・バンコープ
セクター 情報技術 株式時価総額 48億米ドル

売上高比率 米国�38.3％ スタイル 小型グロース

セクター 金融 株式時価総額 30億米ドル

売上高比率 米国�100％ スタイル 小型バリュー

着眼点 サプライチェーンの米国内回帰の流れによる恩恵に期待 着眼点 M&Aとテクノロジー投資による長期的な事業拡大

企業概要
■  医療機器や先端産業の製造業者向けにレーザーやモーターなど、光学部品、動作制御

部品等の開発、販売を行う
■ 生産工程の自動化に欠かせない装置を製造
■  パンデミックなどによるサプライチェーン混乱の影響を避けるため、製造拠点の米国内回

帰の流れが進むなか、同社のビジネスに追い風になると期待される

企業概要
■  米国カリフォルニアに拠点を置き、中小企業を中心に幅広い銀行サービスを提供する商

業銀行
■  2011年から2020年に合計で11社の企業買収を実施し、事業を拡大、2018年には世界で

最も急成長する企業100社に選出される
■  積極的なテクノロジー投資による業務効率化と顧客サービスの拡充を目指しており、長期

的な成長が見込まれる

株価、組入比率の推移　期間：2016年9月末～2022年12月末 株価、組入比率の推移　期間：2016年3月末～2022年12月末

上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略で運用されているコンポジットあるいは、当該コンポジットを構成する代表口座・ファンドのものであり、当ファンドのものではありません。当ファンドの将来の投資成果を示唆
または保証するものではありません。

出所： ファクトセット、モーニングスターのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成。  株式時価総額、スタイル：2022年12月末時点、売上高比率：2023年1月10日時点でファクトセットにて取得可能な数値。
・写真はイメージです。
・スタイルはモーニングスターによる分類です。
・セクターは世界産業分類基準（GICS）を使用しています。GICSは年次更新され、報告は適宜更新内容を反映します。GICSの情報は後記の「世界産業分類基準（GICS）について」をご確認ください。
・引用した個別銘柄等につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、上記は過去の保有状況を示しており、将来の組み入れまたは売却を示唆・保証するものではありません。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。
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株価（左軸）
代表ファンドの組入比率（右軸）

（年/月）

法案名

インフラ投資雇用法（IIJA）
The Infrastructure Investment and Jobs Act

公共セクターへの骨材供給で競争力を持つ同社に対して、長期的な恩恵になると期待

バルカン・マテリアルズが事業を行うエリア
各エリアにおいてトップもしくは第2位のシェアを誇る

以下の分野における6割以上の予算が
バルカン・マテリアルズが事業を行う州に割り当てられる予定

2021年11月�成立
予算：約1.2兆米ドル

高速道路
65％

概 要
輸送・交通・水道などインフラ分野への投資計画。同政策に基づく案件に
使用される鉄鋼・⼯業製品・建材が米国国内で⽣産されていることが条件。
景気・雇用対策および社会問題の解決に寄与することが期待されている。

約8,640億米ドル
今後5年間のIIJAに
関する推定投資額

橋
63％

水道設備
60％

空港関連
65％

企業概要
■  砕石、砂、砂利、アスファルト、生コンクリートなど建築資材の製造を手掛ける企業
■  米国内でも人口増加や雇用増加など相対的に高い経済成長が見込まれる米国南部に製

造拠点を配置するなど地域を絞った事業戦略で効率的な経営を行う
■  顧客にとって他社への切り替えコストが高いこと、インフラ投資案件の総額に占める同社の

コストが低いことから、小幅ながらも定期的な値上げに成功している

出所：同社決算資料、ファクトセット、モーニングスターのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成。 株式時価総額、スタイル：2022年12月末時点、売上高比率：2023年1月10日時点でファクトセットにて取得可能な数値。
・写真はイメージです。
・スタイルはモーニングスターによる分類です。
・セクターは世界産業分類基準（GICS）を使用しています。GICSは年次更新され、報告は適宜更新内容を反映します。GICSの情報は後記の「世界産業分類基準（GICS）について」をご確認ください。
・引用した個別銘柄等につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、上記は過去の保有状況を示しており、将来の組み入れまたは売却を示唆・保証するものではありません。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

株価、組入比率の推移　期間：2012年9月末～2022年12月末

当運用戦略の組入銘柄 政策による米国内需の高まりへの期待ティー・ロウ・プライス
の運用力

バルカン・マテリアルズ
セクター 素材 株式時価総額 233億米ドル

売上高比率 米国�99.6％ スタイル 中型グロース

上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略で運用されているコンポジットあるいは、当該コンポジットを構成する代表口座・ファンドのものであり、当ファンドのものではありません。当ファンドの将来の投資成果を示唆
または保証するものではありません。



■  近年の米国において、年間20,000件前後のM&Aが実施されており、活発な企業買収が行われています。魅力的で質の高い中小型株式を発掘・
投資することで、当運用戦略における多くの投資先企業も買収対象となってきました。

■  一般的に買収価格には株価に対するプレミアムが提起されるため、買収対象となった中小型株式は株価上昇が期待できます。

（ご参考）買収対象になる魅力的な米国中小型株式ティー・ロウ・プライス
の運用力

・引用した個別銘柄等につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、上記は過去の保有状況を示しており、将来の組み入れまたは売却を示唆・保証するものではありません。
・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

当運用戦略の投資先企業で買収が発表された企業 左記銘柄のうち買収プレミアム上位10社の事例

被買収企業 買収企業 買収
プレミアム

1 エイミューン・
セラピューティクス ネスレ 173.8%

2 アルダー・
バイオファーマシューティカルズ ルンドベック 98.8%

3 キュービック 複数企業 69.0%

4 ロクソ・オンコロジー イーライリリー・アンド・
カンパニー 68.0%

5 ジンガ テイクツー・
インタラクティブ・ソフトウェア 64.3%

6 アレイ・バイオファーマ� ファイザー 62.2%

7 マイオカーディア ブリストル�マイヤーズ
スクイブ 61.2%

8 ヴァリダス・ホールディングス AIGグループ 45.5%

9 インファイ マーベル・テクノロジー・
グループ 42.2%

10 フィニサー コヒレント 37.7%

2018年（12社） 2019年（8社） 2020年（10社） 2021年（4社） ～2022年9月（7社）
ナショナル・
コマース

アルダー・
バイオファーマシューティカルズ リアルページ

サウスウェスト・
ガス アバララ

フィニサー ジェネシー・アンド・
ワイオミング インファイ サンダーソン・

ファームズ
マンテク・
インターナショナル

KMGケミカルズ アレイ・バイオファーマ� ダンキン・ブランズ・グループ プルーフポイント デューク・リアルティー

ピナクル・フーズ サイプレス・
セミコンダクター PNMリソーシーズ キュービック ブラック・ナイト

エンビジョン・
ヘルスケア

ウェルケア・ヘルス・
プランズ コンチョ・リソーシズ アメリカンキャンパス・

コミュニティーズ
ギャランティー・
バンコープ

ワブコ・
ホールディングス マイオカーディア アナプラン

ILG エリー・メイ ロゼッタストーン ジンガ

DSTシステムズ ロクソ・オンコロジー エイミューン・
セラピューティクス

ヴァリダス・
ホールディングス

Eトレード・
ファイナンシャル

ドクターペッパー・
スナップル

センターステート・
バンク

CSRA

RSPパーミアン

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成　　
2022年9月末時点

出所：ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
・ 買収プレミアムは、買収アナウンス前営業日の株価と1株当たり提示価格を用いてファクトセット

が算出した値です。

上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略で運用されているコンポジットあるいは、当該コンポジットを構成する代表口座・ファンドのものであり、当ファンドのものではありません。当ファンドの将来の投資成果を示唆
または保証するものではありません。



■  ティー・ロウ・プライスは長年の運用実績が評価され、特にプロの
投資家である機関投資家のお客様から多くの資産をお預かりして
います。米国株式の規模・スタイル別資産残高のすべてにおいて上位
にランクインしています。

■  未公開企業への投資は、情報が限定的なことから、より綿密な企業
調査が必要になります。将来的に当ファンドの投資対象になり得る
未公開企業への投資件数においても、ティー・ロウ・プライスは上位
に位置しています。

・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

すべてのサイズ・スタイルで有数の運用資産を誇るティー・ロウ・プライス
の運用力

ティー・ロウ・プライスの米国株式の運用資産残高と順位 米国における未公開企業投資家と投資件数（2021年）

順位 企業名 件数

1 インサイト・パートナーズ ベンチャー・キャピタル 645

2 タイガー・グローバル・マネジメント 投資事業会社 639
3 DCMベンチャーズ ベンチャー・キャピタル 589
4 オービメッド・アドバイザーズ ベンチャー・キャピタル 490
5 サミット・パートナーズ ベンチャー・キャピタル 408
6 オーク・インベストメント・パートナーズ ベンチャー・キャピタル 397
7 ウォーバーグ・ピンカス ベンチャー・キャピタル 395
8 TCV ベンチャー・キャピタル 369
9 ジェネラル・アトランティック 投資事業会社 340
10 MPMキャピタル ベンチャー・キャピタル 276
11 国際金融公社 開発金融機関 274

12 カーライル・グループ 投資事業会社 259
13 ティー・ロウ・プライス 運用会社 254

カテゴリー 運用資産残高 順位

米国大型
グロース 61.2兆円 1位

米国中型
グロース 3.6兆円 1位

米国小型
グロース 2.2兆円 1位

カテゴリー 運用資産残高 順位

米国大型
バリュー 3.0兆円 5位

米国中型
バリュー 0.7兆円 5位

米国小型
バリュー 0.5兆円 5位

出所：スタティスタ、ファクトセットのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成
・当ファンドは未公開企業への投資は行いません。

運用会社による未公開企業への投資件数は1位

機関投資家向け米国株式アクティブ運用資産残高

米国株式アクティブ運用における規模・スタイル別運用資産残高

全サイズ・全スタイルでトップ5にランクインする運用会社は

ティー・ロウ・プライスのみ

第1位　74.4兆円

出所：Pensions & Investments “The LARGEST MONEY MANAGERS”　2021年末時点
・ 米国機関投資家の非課税資産（自社運用分）の運用残高。Pensions & Investmentsが米国で非課税資産を

運用している運用会社を対象に年次で行う調査に基づき、ティー・ロウ・プライスが作成。
・各カテゴリーの運用資産は1米ドル＝115.155円で換算。



■  ティー・ロウ・プライスは企業規模による差をつけることなく、大型株式と同一の綿密な企業調査、および規律ある運用アプローチを中小型株式
運用にも適用しています。

■  当運用戦略は、徹底的なファンダメンタルズ分析を通じた慎重な銘柄選択によって、相対的に変動が大きい傾向にある米国中小型株式市場全体と
比較して、高いリターンを獲得すると同時にリスクを低く抑える結果となりました。

出所：モーニングスターのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成。　　期間：（5年）2017年12月末～2022年12月末、（10年）2012年12月末～2022年12月末
・モーニングスターについては「留意事項」のページをご確認ください。
・当運用戦略のパフォーマンスは、代表ファンドの米ドルベースの月次リターン（分配金再投資、費用控除後）、米国中小型株式はラッセル2500指数（税引前配当込み、米ドルベース）を用いています。
・同一カテゴリー平均は代表ファンドが属するモーニングスター・カテゴリー「EAA－US Small-Cap Equity」に分類されるファンドを使用しています。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

当運用戦略のリスク・リターン（年率、費用控除後、米ドルベース）

当運用戦略

5年 10年

当運用戦略

米国中小型株式
米国中小型株式

同一カテゴリー平均

同一カテゴリー他ファンド

同一カテゴリー他ファンド

同一カテゴリー平均
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市場や他ファンドと比較してリスクを抑制ティー・ロウ・プライス
の運用力

上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略で運用されているコンポジットあるいは、当該コンポジットを構成する代表口座・ファンドのものであり、当ファンドのものではありません。当ファンドの将来の投資成果を示唆
または保証するものではありません。



■  当ファンドの実質的な運用は、ティー・ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント（TRPIM）が行います。主として米国中小型株式の運用を行う
TRPIMは、グローバルでアクティブ運用を行うティー・ロウ・プライス・グループの運用会社です。

ティー・ロウ・プライス
の運用力 米国中小型株式の専門チームが協働して運用

運用資産残高
1,665億米ドル

米国中小型株式運用戦略 運用責任者ティー・ロウ・プライス・インベストメント・マネジメント

中核となるリサーチ部門 リサーチ部門全体での
在籍・経験年数*

ポートフォリオ・マネジャーの在籍・経験年数*

アナリスト ティー・ロウ・プライス
在籍年数

ティー・ロウ・プライスでの
ポートフォリオ・マネジャー

としての経験年数

ティー・ロウ・プライス
在籍年数

運用経験
年数

アソシエイト・
アナリスト

運用経験
年数

戦略を越えた
運用プロフェッショナル間の

幅広い協働

米国小型バリュー株式運用戦略 運用責任者

米国小型コア株式運用戦略 運用チーム

米国中型グロース株式運用戦略 運用チーム

カート・オーガント、CFA® 
ポートフォリオ・マネジャー
運用経験28年
ティー・ロウ・プライス在籍26年

デービッド・ワグナー、CFA®
ポートフォリオ・マネジャー
運用経験23年
ティー・ロウ・プライス在籍22年

フランク・アロンソ
ポートフォリオ・マネジャー
運用経験22年
ティー・ロウ・プライス在籍22年

アレックス・ロイ、CFA®
アソシエイト・ポートフォリオ・マネジャー
運用経験9年
ティー・ロウ・プライス在籍9年

ブライアン・バーハウス、CFA®
ポートフォリオ・マネジャー
運用経験39年
ティー・ロウ・プライス在籍37年

ジョン・ウェイクマン
アソシエイト・ポートフォリオ・マネジャー
運用経験35年
ティー・ロウ・プライス在籍33年

アシュリー・ウッドラフ、CFA®
アソシエイト・ポートフォリオ・マネジャー
運用経験20年
ティー・ロウ・プライス在籍9年

ドン・イーズリー、CFA®
アソシエイト・ポートフォリオ・マネジャー
運用経験23年
ティー・ロウ・プライス在籍22年

■ 米国中小型株式
■ 米国中型グロース株式
■ 米国小型コア株式
■ 米国小型バリュー株式
■ 米国ハイイールド債券
■ 米国キャピタル・

アプリシエーション

■  経験豊富な専任のリーダー
人材

■  ティー・ロウ・プライス・アソ
シエイツ・インクのセールス
部門、テクノロジー、本社部門
を共有、活用

■ ボルティモア
■ ニューヨーク
■ フィラデルフィア
■ サンフランシスコ
■ ワシントンD.C.

社員数100名以上 5ヵ所に営業拠点

＊年数は平均年数を表示しています。
2022年9月末時点

・「CFA®」および「Chartered Financial Analyst®」は、CFA Instituteの登録商標です。

34 5

14 23 25

19 11



原則として、米国中小型株式を投資ユニバースとし、バリュー株からグロース株まで幅広い投資機会を検討
ビジネスモデル、経営陣の質、産業構造、バリュエーション（株価評価）などから確信度が高い銘柄に絞り込み

ティー・ロウ・プライスがこれまでに培ってきた知見や専門性をもとに、主に以下の項目を調査・分析

長期的な成長要因を持つか
バリュエーションを考慮した際、予想される
成長性は魅力的か

投資ユニバース 
約2,500銘柄

調査・投資対象銘柄 
約1,000銘柄

ポートフォリオ
約150-250銘柄

セクター別比率を考慮しながらボトム・アップ・アプ
ローチをベースに銘柄を選別
広範なセクター配分と、バリューとグロースのどちら
にも偏らないスタイルを維持することでリスクを抑制
各銘柄の投資テーマとビジネスモデルに対する確
信度をもとに投資比率を決定

売却基準
ファンダメンタルズの悪化
投資テーマの変化
割高となったバリュエーション
より投資妙味のある銘柄との入れ替え

グロース銘柄

割安要因の特定
銘柄単体、および同業他社や市場全体と比較
してバリュエーションに投資妙味があるか
割安要因の解消（≒株価上昇）までに要する
期間はどの程度か

バリュー銘柄

バリュエーションは妥当か
長期保有が可能な銘柄か
ESG＊分析に基づく要素も考慮

魅力的なビジネスモデルを有するか
財務面の健全性はどうか、良好でない場合、
改善する可能性があるか
株価上昇要因があるか

投資アイデアの創出、銘柄の絞り込み

銘柄選択

共通項目

ファンダ
メンタルズ

 分析

■  運用チームは、戦略を越えた運用プロフェッショナルの「協働」を通して、投資アイデアを創出し、銘柄の選別を行います。
■  米国中小型株式に対する独自の知見と企業調査力を活用した「ボトム・アップ・アプローチ」を通じて、広範な当該株式市場において、長期的な成長

の恩恵を享受することができる魅力的な投資機会の発掘を目指します。

運用プロセス

2022年12月末時点
上記の運用プロセスは、将来変更される場合があります。
＊「ESG」とは、Environment（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治）の頭文字を取った言葉です。

ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド 当ファンドの運用プロセス



現金他
1.1%

デンマーク
0.4%

英国
0.1%

ドイツ
0.04%

ルクセンブルク
0.5%
オランダ
0.7%
カナダ
1.5%

米国
95.6%

資本財・サービス
情報技術
ヘルスケア

金融
素材

一般消費財・サービス
不動産

エネルギー
生活必需品
公益事業

コミュニケーション・サービス
現金他

21.2％
15.2％
14.1％

12.9％
10.0％

8.6％
7.5％

3.9％
2.8％
2.4％

0.2％
1.1％

5億米ドル未満

5－20億米ドル

20－100億米ドル

100－200億米ドル

200－500億米ドル

3銘柄

35銘柄

90銘柄

33銘柄

12銘柄 組入銘柄数 173銘柄
予想株価収益率（12ヵ月先） 22.0倍
予想1株当たり純利益成長率（年率、3-5年先） 11.0％
売買回転率（直近1年） 26.9％

国・地域別比率 セクター別比率

時価総額別銘柄数 特性値

出所：MSCI、リフィニティブI/B/E/Sのデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成。 I/B/E/Sの著作権はリフィニティブに帰属します。
・国 ・地域別比率およびセクター別比率は代表ファンドの純資産総額に対する比率です。
・セクターは世界産業分類基準（GICS）を使用しています。GICSは年次更新され、報告は適宜更新内容を反映します。GICSの情報は後記の「世界産業分類基準（GICS）について」をご確認ください。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

・ 売買回転率とは、ファンドなどに組み入れている株式や債券など証券の売買の頻度をみる指標で、ファンド
の純資産総額に対する一定期間の売買金額の比率で表します。

ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド 当運用戦略の運用状況（2022年12月末時点）

上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略で運用されているコンポジットあるいは、当該コンポジットを構成する代表口座・ファンドのものであり、当ファンドのものではありません。当ファンドの将来の投資成果を示唆
または保証するものではありません。



上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略で運用されているコンポジットあるいは、当該コンポジットを構成する代表口座・ファンドのものであり、当ファンドのものではありません。当ファンドの将来の投資成果を示唆
または保証するものではありません。

出所：ファクトセット、各社ホームページや決算資料などをもとにティー・ロウ・プライスが作成。
・セクターは世界産業分類基準（GICS）を使用しています。GICSは年次更新され、報告は適宜更新内容を反映します。GICSの情報は後記の「世界産業分類基準（GICS）について」をご確認ください。
・組入比率は代表ファンドの純資産総額に対する比率です。
・引用した個別銘柄等につき、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、上記は過去の保有状況を示しており、将来の組み入れまたは売却を示唆・保証するものではありません。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

銘柄名� 組入比率 国・地域 セクター 時価総額 概要

1 モリーナ・ヘルスケア 1.77% 米国 ヘルスケア 192.8億米ドル マネージドケア・サービス企業。小規模な同業他社の買収によるシェア拡大
と米国民の医療保障へのアクセス改善に寄与。

2 テレダイン・テクノロジーズ 1.63% 米国 情報技術 187.4億米ドル 幅広い分野で利用される特殊精密機器・デバイスを開発する企業。月や火
星の探査で使用されるセンサーなども開発・製造。

3 アーサー・J・ギャラガー　　 1.60% 米国 金融 397.5億米ドル 保険仲介およびコンサルティング会社。一般的な健康保険・自動車保険に加
え、航空宇宙、エンターテインメント、公的機関向けなど特殊な保険も取り扱う。

4 エイブリィ・デニソン 1.56% 米国 素材 146.6億米ドル ラベル、パッケージ製造企業。高いシェアと厳格なコスト管理で同業他社と
比較して、堅調な成長が期待される。

5 バルカン・マテリアルズ 1.47% 米国 素材 232.7億米ドル 建材製造企業。米国内でも高い経済成長が見込まれる地域への戦略配置に
より、事業展開エリアで高いシェアを誇る。

6 インガソール・ランド 1.44% 米国 資本財・
サービス 211.6億米ドル 1871年創業の削岩機、コンプレッサメーカー。日本においても明治以降の

産業の近代化に貢献。

7 バーリントン・ストアーズ 1.44% 米国 一般消費財・
サービス 132.2億米ドル

ブランド品を低価格で提供するオフプライス小売企業。不景気でも底堅い
需要を受け、主に米国内ブランドの調達により供給混乱の影響を受けづらい
性質をもつ。

8 アップル・ホスピタリティー 1.44% 米国 不動産 36.1億米ドル 主にヒルトン、マリオット、ハイアットなどの高級ホテルに投資するリート。
今後、旅行需要が回復する局面での恩恵が見込まれる。

9 SPXテクノロジーズ 1.43% 米国 資本財・
サービス 29.7億米ドル 冷暖房空調設備および検出・測定装置の開発・製造を行う。不採算事業の

売却により業績改善が見込まれる。

10 リライアンス・スチール・アンド・アルミナム 1.43% 米国 素材 118.8億米ドル 金属加⼯サービス企業。景気敏感性が高い業種に属するものの、高付加価値
のサービスを通して収益性を追求し、長期で安定した業績成長が期待される。

ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド 当運用戦略の組入上位10銘柄（2022年12月末時点）



ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド ティー・ロウ・プライス・グループについて

1937年、米国ボルティモア
で創業し、80年以上にわたり
運用のノウハウと実績を培っ
てまいりました。

「資産運用」を唯一の事業と
し、独立系運用会社として、あ
らゆる経営資源を運用事業
に投入してまいりました。

運用戦略の乱造から距離を
置き、お客様の利益に適うと
考えるファンドや運用戦略を
大切に育んできました。＊2

業界有数のポートフォリオ・
マネジャーやアナリストなど
運用専任のプロを擁し、世界
各地に配置しています。＊2

「運用パフォーマンスは“競争”
ではなく“協働”によって磨か
れる」と考え、個人評価項目で
「他者へのパフォーマンス貢
献」を課しています。

創業以来、アクティブ運用に
特化し、優れた運用実績を提
供することで、お客様からの
信頼を得てまいりました。

米国で提供するファンドのう
ち、過去5年で66％、10年で
76％が、属するカテゴリーの
平均実績（中央値）を上回っ
ています。＊3

日本の国内公募株式投信市
場を上回る運用資産を世界
各国のお客様からお預かりし
て運用しています。＊1

約178兆円の
運用資産

ティー・ロウ・プライス・グループは、様々な外部評価機関などから定性面や
定量面において高く評価いただいています。以下はここ数年の主な受賞歴等です。

メディア：米フォーチュン誌（2022年）＊7

メディア：米Pensions�＆�Investments＊6
米国株式アクティブ運用残高 世界第1位

「世界で最も称賛されている企業ランキング
証券・資産運用部門」�選出

80年超の歴史

独立専業 948名の
運用プロ アクティブの雄

残高1兆円超の
戦略43本 協働の文化 平均超えファンド

約7割

ティー・ロウ・プライス・
グループの概要

経営理念
「お客様の成功こそが、

私たちの成功」

外部からの評価・ランキング＊4

＊1 2022年9月末時点。　1米ドル＝144.745円で換算。　国内公募株式投信市場の出所：投資信託協会
＊2 2022年9月末時点。
＊3 2022年9月末時点。プライマリー・シェアクラスのみ。マネー・マーケット・ファンド、運用期間1年未満のファンド、

ティー・ロウ・プライスのパッシブ・ファンド、クローン・ファンドを除く。著作権はモーニングスターに帰属します。
モーニングスターの情報は「留意事項」のページをご確認ください。

＊4 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
＊5  Refinitiv Lipper Fund Awards　©2022 Refinitiv.著作権、知的財産権、その他一切の権利は、Refinitiv 

Lipperに帰属します。Refinitiv Lipperの許可を得て使用しています。
＊6  米国機関投資家の非課税資産（自社運用分）の運用残高。2021年12月31日時点。Pensions & Investmentsが

米国で非課税資産を運用している運用会社を対象に年次で行う調査に基づき、ティー・ロウ・プライスが作成。

＊7 著作権はフォーチュン社に帰属します。
・後記の「外部評価に関する補足説明について」を必ずお読みください。
・ 表示されている商標は、それぞれの所有者に帰属します。ティー・ロウ・プライスがこれらの商標の所

有者を支持、後援、承認、提携するものではありません。
・上記は過去の実績・状況であり、将来の投資成果等を示唆・保証するものではありません。

出所：モーニングスター、リフィニティブ・リッパー、Pensions ＆ Investments、フォーチュンの開示
情報やデータをもとにティー・ロウ・プライスが作成。

ティー・ロウ・プライス・グループは米国ナスダック市場に上場しており、
米国主要株式指数であるS&P500指数にも採用されています。

評価会社：米リフィニティブ・リッパー＊5

「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード
米国・2022 最優秀会社賞、総合部門、
大規模運用会社（評価期間３年）」 受賞



ティー・ロウ・プライス�米国中小型株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）への
投資を通じて、主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の
本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行います。なお、
米国以外の企業にも投資する場合があります。

Aコースは、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
低減を図ります。
�B�コースは、実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ＊1」を重視した運用を行い
ます。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス＊2のアナリストによる独自の企業調査情報を
活用します。

1

3

2
＊1 ボトム・アップ・アプローチとは、アナリストの個別企業に対する調査や分析等に基づきその企業の投資価値を判断し、個別銘柄を選択する運用手法です。
＊2 委託会社およびその関連会社をいいます。

※市場動向、資金動向、信託財産の規模等により、上記のような運用ができない場合があります。
※上記は当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色を含みます。

ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド ファンドの特色



※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

株価変動リスク
当ファンドは、実質的に米国の株式を主要な投資対象としますので、その基準価額は、株式（米国預託証券（ADR）等を含みます。）の値動き
により、大きく変動することがあります。株価は、発行企業の業績、市場での需給関係、政治・経済・社会情勢等の影響を受けて、ときには
大きく変動します。発行企業が経営不安や倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。

中小型株投資
リスク

当ファンドは中小型株式を主要な投資対象としますが、時価総額が小さい企業の株式は、大規模企業の株式に比べ価格の変動性
（ボラティリティ）が高い傾向があります。こうした企業は、十分な資金を確保できない、業歴が短い、事業内容が多様ではないなどの
理由から事業後退のリスクが高くなる可能性があり、ファンドの基準価額に影響します。

為替変動
リスク

Aコースは、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図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではあり
ません。また、為替ヘッジを行う際は、通貨間の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があり、ファンドの基準価額に影響します。

�B�コースは、原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接受けます。したがって、為替相場が円高方向に進んだ
場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、為替相場は大きく変動する場合があります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による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、損失が⽣じることがあります。
当ファンドが有する主なリスク（ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドが有するリスクを含みます。）は以下の通りです。

基準価額の変動要因

ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド 投資リスク



購入単位 販売会社が定める単位とします。

購入価額 当初申込期間：1口当たり1円（1万口当たり1万円）
継続申込期間：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
当初申込期間：�2023年4月13日までに、お申込みの販売会社にお支払い

ください。
継続申込期間：販売会社の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5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

当初申込期間：販売会社が定める時間とします。
継続申込期間：�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。

購入の
申込期間

当初申込期間：2023年4月3日から2023年4月13日まで
継続申込期間：2023年4月14日以降

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、1日1件10億円を超えるご換金はで
きません。また、委託会社の判断により、別途制限を設ける場合があります。

購入・換金
申込不可日

ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行の休業日には、
お申込みの受付は行いません。
※スイッチングのお申込みの場合も同様です。

購入・換金
申込受付の
中止および
取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等がある
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。
※スイッチングのお申込みの場合も同様です。
なお、主要投資対象市場の規模・流動性等を勘案し、購入のお申込みの
受付を制限することがあります。

信託期間 原則として無期限（設定日：2023年4月14日（予定））

繰上償還

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を
解約し、当該信託を終了（繰上償還）することがあります。
・�各ファンドについて受益権口数が50億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有利であると認めるとき
・�正当な理由があるとき

決算日 毎年8月25日（休業日の場合は翌営業日）
※初回決算日は2023年8月25日の予定です。

収益分配 年1回の決算時に、分配方針に基づいて分配を行います。ただし、委託会社
の判断により分配を行わない場合もあります。

信託金の
限度額 各ファンドについて１兆円を上限とします。

公告 公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書
毎年8月の決算時および償還時に、期中の運用経過などを記載した交付
運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に対して交付
します。

スイッチング
販売会社によっては、各ファンド間にてスイッチングが可能です。スイッチ
ングの際には、通常の換金時と同様に税金がかかります。
※スイッチングのお取扱いに関しては、販売会社へお問い合わせください。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。
税法上、公募株式投資信託は少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」
および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適用対象です。
配当控除の適用はありません。

購
入
時

そ
の
他

換
金
時

申
込
に
つ
い
て

お申込みメモティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。



※上記の手数料・費用等の合計額等については、投資者のみなさまがファンドを保有される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。

委託会社、その他関係法人

委託会社：ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社　
受託会社：野村信託銀行株式会社　
販売会社：野村證券株式会社

�投資者が信託財産で間接的に負担する費用　

運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に対し、年1.738％（税抜1.58％）の率を乗じた額
が運用管理費用（信託報酬）として毎日計上され、ファンドの基準価額に
反映されます。なお、毎計算期の最初の６ヵ月終了日（休業日の場合は翌
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。

その他の
費用・
手数料

信託事務の
諸費用等

法定書類等の作成等に要する費用（有価証券届出書、目
論見書、運用報告書等の作成、印刷、交付および提出に
かかる費用）、監査費用等は、ファンドの純資産総額に対
して年率0.11％（税抜0.1％）を上限とする額が毎日計上
され、毎計算期の最初の６ヵ月終了日（休業日の場合は
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。

売買委託
手数料等

組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に
要する費用等が、ファンドから支払われます。
※ 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

を表示することはできません。

�投資者が直接的に負担する費用�

購入時
手数料

購入金額（購入申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1万口当
たり1万円）×購入口数）に以下の手数料率を乗じた額とします。

※購入代金＝購入口数×基準価額＋購入時手数料（税込）
※スイッチングによる購入の場合は無手数料とします。

信託財産
留保額 ありません。

購入代金 手数料率

1億円未満 3.30％（税抜3.0％）

1億円以上5億円未満 1.65％（税抜1.5％）

5億円以上 0.55％（税抜0.5％）

ファンドの費用ティー・ロウ・プライス
米国中小型株式ファンド



投資信託および当資料に関する留意点について
■  当資料は、ティー・ロウ・プライス・ジャパン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

書類ではありません。
■  当資料は、信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性あるいは完全性について保証

するものではありません。
■  当資料における見解等は資料作成時点のものであり、将来事前の通知なしに変更されることがあります。また、

当資料で示したデータ等は、情報提供を目的として掲載したものであり、将来の投資成果を示唆または保証する
ものではありません。

■  投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、
お客様の資産が当初の投資元本を割り込み損失が生じることがあります。

■  ご購入の際は投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りのうえ、
内容をよく読み、ご自身でご判断ください。

■  投資信託は、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構や保険契約者保護機構の保護の対象には
なりません。購入金額については、元本および利回りの保証はありません。銀行等の登録金融機関でご購入いた
だく投資信託は、投資者保護基金の支払対象ではありません。

■  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。
■  「T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE」および大角羊のデザインは、ティー・ロウ・プライス・グループ・

インクの商標または登録商標です。当資料はティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社の書面による同意のない
限り他に転載することはできません。

モーニングスターについて
■  著作権はモーニングスターに帰属します。当資料に含まれる情報は、（1）モーニングスターおよび情報提供業者のも

のであり、（2）複写や配布を禁じ、（3）その正確性、完全性、迅速性は保証されておりません。モーニングスターと情報
提供業者はこの情報の使用により被る損害・損失に対し責任を負いません。 

■  モーニングスター・レーティングTMはリスク調整後リターンの測定基準に基づいて計算されます。モーニングス
ターは最低3年以上の運用実績を有するファンドについて、モーニングスター・レーティング™（「スター・
レーティング」）を算出しています。比較の目的上、ETFやオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドは単一の
ものとみなされます。下方変動性や一貫したパフォーマンスをより重視し、対象商品の月次超過収益の変動を
考慮したモーニングスターのリスク調整 後リターンの測定基準に基づいて計 算されます。上位10%の
ファンドに5つ星、次の22.5%が4つ星、次の35%が3つ星、次の22.5%が2つ星、下位10%が1つ星となって
います。モーニングスター・レーティングTM（総合）は、モーニングスター・レーティング™測定法により過去
3年、5年、10年（存在する場合）のパフォーマンスの加重平均により算出されています。

当資料で使用している指数・データについて
■  S&P500インデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これを利用

するライセンスがティー・ロウ・プライスに付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、Standard & 
Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings 
LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。ティー・ロウ・プライスの商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連
会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、
かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P500インデックスのいかなる過誤、遺漏、
または中断に対しても一切責任を負いません。

■  ロンドン証券取引所グループ・ピーエルシーおよびそのグループ企業（以下「ロンドン証券取引所グループ」または
「LSE Group」）。©LSE Group 2023. FTSE Russellのインデックスまたはデータに関するすべての権利は、インデッ
クスまたはデータを保有するロンドン証券取引所グループの関連企業に帰属します。ロンドン証券取引所グループ
およびその使用許諾者のいずれも、インデックスまたはデータの誤記・脱漏について一切責任を負わず、いかなる
当事者も当資料に含まれるインデックスまたはデータに依拠することはできません。ロンドン証券取引所グループの
関連企業の書面による同意なく、ロンドン証券取引所グループから得られたデータの再配布は認められません。ロ
ンドン証券取引所グループは、当資料の内容を宣伝、後援または推奨するものではありません。

■ 金融データと分析の提供はファクトセット。Copyright 2023 FactSet. すべての権利はファクトセットに帰属します。

外部評価に関する補足説明について
■  ＊7の補足説明：FortuneおよびWorld's Most Admired Companiesは、Fortune Media IP Limitedの登録商標

であり、許可を得て使用しています。出所：フォーチュン ©2022 Fortune Media IP Limited. 著作権、知的財産権、
その他一切の権利は、Fortune Media IP  Limitedに帰属します。FortuneおよびFortune Media IP Limitedは、
ティー・ロウ・プライスの関連会社ではなく、ティー・ロウ・プライスの商品やサービスを推奨するものではありません。

収益分配金に関する留意点
■  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。
■  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ファンドの収益率を示すものではありません。

■  投資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、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。

世界産業分類基準（GICS）について
■  世界産業分類基準（「GICS」）は、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（「MSCI」）およびマグロウ

ヒル・カンパニーズ傘下のスタンダード＆プアーズ（「S&P」）が開発した独占的財産およびサービスマークであり、
ティー・ロウ・プライスにライセンス供与されています。MSCI、S&PまたはGICSの作成、編集もしくはGICS分類に
関与する第三者はいずれも、当該基準や分類（またはその利用から得られた結果）について明示的にも暗示的にも
いかなる保証や表明もしません。また、すべての関係当事者は、当該基準や分類のいずれについても、その独創性、
正確性、網羅性、商品性または特定の目的適合性について、いかなる保証からも明示的に免責されます。前述の内容
を制限することなく、MSCI、S&P、その関連会社またはGICSの作成、編集もしくはGICS分類に関与する第三者は
いずれの場合も、直接的、間接的、特別、懲罰的、結果的またはその他のいかなる損害（逸失利益を含む）について、
その発生可能性が通知されていたとしても、いかなる責任も負いません。

留意事項



大角羊（ビッグホーン･シープ）は、様々な環境下で
⽣存可能で、非常に敏捷な動物として知られています。
どのような市場環境でも強固なファンダメンタル･
リサーチを基礎に、徹底したリスク管理を行うことで投資
家の皆さまに長期的に安定したパフォーマンスをお届け
することを誓う弊社からのメッセージを表しています。
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ロゴマーク「大角羊」に込めた想い




