2016年3月3日

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

ポートフォリオ構築のお知らせ
平素より、「USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2016年2月19日に設定され、運用を開始いたしました。当ファンドのマザーファンドの運用を実質的
に担当するT.ロウ・プライス・アソシエイツ・インク（以下、「T.ロウ・プライス」といいます）からのデータおよびコメントを基に
ポートフォリオの状況と市場動向、今後の市場見通し等についてご報告いたします。

ファンドの基準価額と純資産総額 （2016年2月29日時点）
基準価額

10,544円

純資産総額

※当ファンドの2016年2月29日時点のデータです。
※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後。

80億円

ポートフォリオの状況等について （2016年2月22日時点）
2016年に入り、世界の株式市場が大きく下落するなか、米国テクノロジー株式の投資妙味が高まっていたこ
ともあり、設定日（2月19日）の翌営業日（2月22日）には組入比率を98％程度まで高め、短期間で
ポートフォリオを構築しました。
具体的には、直近の決算発表が好調だったにもかかわらず売られたインターネット関連銘柄や、クラウド・コン
ピューティング関連銘柄などに積極的に投資を行いました。

組入上位10銘柄

銘柄数

銘柄名

業種

26
組入比率（%）

1

テスラ・モーターズ

一般消費財・サービス

7.74

2

アマゾン・ドット・コム

一般消費財・サービス

7.69

3

リンクトイン

情報技術

7.46

4

プライスライン・グループ

一般消費財・サービス

7.35

5

セイバー

情報技術

7.35

6

ワークデイ

情報技術

7.33

7

アルファベット クラスC

情報技術

7.32

8

アバゴ・テクノロジーズ

情報技術

6.27

9

センサータ・テクノロジーズ

資本財・サービス

6.01

10

マイクロチップ・テクノロジー

情報技術

5.98

※組入比率は、USテクノロジー・イノベーターズ・マザーファンドの純資産総額を100％として計算しています。
※上記は2016年2月22日時点のポートフォリオであり、当ファンドの将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。また上記銘柄の推奨を目的とするものではありません。

1/5
作成基準：2016年2月

2016年2月1日

ポートフォリオの状況等について
主な組入銘柄の投資判断について
2月19日の当ファンドの設定は、年初来の株価下落によって、テクノロジー株式投資を開始する絶好の
タイミングになったと思われます。2015年11月末時点でのモデルポートフォリオに比べて組入比率や銘柄
等を変更しています。
＜主な組入上位銘柄の投資判断＞
 テスラ・モーターズ
人気車種の納期遅延や原油安の影響などから、年初から30％程度下落（2月19日時点）
して割安に。近々、新車種を発表予定であり、今後の成長性が大いに期待できるとの判断から
組入トップとしました。
 アマゾン・ドット・コム
2015年10-12月期決算発表を受け下落。業績は好調で、将来のビジネス価値の予想からみ
て、割安感が強いと判断し組入上位としました。
 リンクトイン
2015年10-12月期決算発表を受け2月5日に40％超の下落。ファンダメンタルズ等に特段変
更なく、従来から会社見通しは保守的なことから、組入上位としました。
 ワークデイ
一部クラウド関連銘柄の業績悪化により連想売りで株価下落。業績は好調なため、割安と判断
し組入上位としました。
 アバゴ・テクノロジーズ＊ ＊買収完了後の企業名はブロードコム
年初からの下落で割安感が出てきたことや、ブロードコム（半導体の製造販売等）の大型買収
効果に対する期待等から新たに組入れを行いました。

＜主な組入下位または非保有とした銘柄の投資判断＞
 ネットフリックス
引き続きテレビから視聴者を奪って業績を拡大してきています。国際展開のペースに関する不透明
感やYouTubeをもつGoogle(アルファベット)との相対感から、組入下位としました。
 クラウン・キャッスル・インターナショナル
無線インフラのタワーの展開を背景に、株価は相対的に堅調に推移してきたため、割高と捉え非
保有としました。

業種配分
資本財・
サービス

ヘルスケア

現預金

0.7%

1.2%

（ご参考）米国ITセクターの株価
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（注）左グラフのデータは2016年2月22日時点。業種はMSCIによる分類。数値は四捨五入の関係上、合計が100％とならない場合があります。
右グラフの米国ITセクターはMSCI USA情報技術（配当込み、米ドルベース）を使用。
（出所）T.ロウ・プライス、FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

※上記は2016年2月22日時点のポートフォリオであり、当ファンドの将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※当ファンドにおいて今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。また上記銘柄の推奨を目的とするものではありません。
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市場見通しと今後の運用方針について
市場見通し
年初から、マクロ環境面での不透明要因の高まりなどから投資家心理が悪化し、米国の株式市場も軟
調な展開が続きました。また、米国テクノロジー株式は昨年、米国株式全体よりも大きく上昇していたため、
その反動で利食い売りの対象になりました。
しかし、米国の消費や雇用の改善は続いており、利上げもかなり緩やかなペースになることが予想される
ことから、今後米国経済全般が大きく減速するとは見ておりません。年初からの下落は、マーケット全体が
過度に悲観的になる中で、ちょっとした悪材料にも投資家が過剰に反応しすぎた部分が大きいとみており、
むしろ質の高いテクノロジー株式を買うには魅力的な局面とみています。
今後も、短期的にはボラティリティの高い相場が続くと思われますが、過去、米国テクノロジー株式は、
リーマンショックやITバブルさえも乗り越えて、大きく上昇してきました。テクノロジー企業の成長力は引き続
き高く、現在の相場環境は堅調なリターンを得ることができる投資機会とみております。

今後の運用方針
当ファンドでは、テクノロジーを活用した革新的な技術・サービスにより市場を創り出していく企業に投資
を行います。具体的には現在、クラウド・コンピューティング、オンライン・エコノミー、IoT関連の銘柄に注目
しています。
クラウド・コンピューティングは、企業のシステム投資や人件費などのコスト削減、情報流出のリスク管理の
観点からも、引き続き将来性が高いとみており、専門分野の市場を牽引している企業に注目しています。
オンライン・エコノミーは、既存の枠組みを大きく変えるオンライン小売、オンライン旅行予約システム、
SNS関連銘柄などに注目しています。
IoTでは、価格競争が激しいパソコンやモバイル端末などのハードウェアよりも、自動車や産業機械、エネ
ルギー分野などで使われるセンサー部品や半導体関連銘柄に注目しています。
今後も、徹底したボトムアップリサーチにより企業のファンダメンタルズを精査し、株価のバリュエーションを注
視しながら、機動的な売買による運用を行ってまいります。
＜S&P500種指数の推移＞

＜ナスダック指数の推移＞
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（注）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
※上記の市場見通しおよび今後の運用方針は当資料作成時点のものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を示唆あるいは保証するもの
ではありません。今後、予告なく変更する場合があります。
※上記の株価は過去の実績であり、当ファンドの将来の運用成果や今後の市場環境等を示唆あるいは保証するものではありません。
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ファンドの特徴
1.主として米国の上場株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により⾼い成⻑が期待される企業の株式に投資を⾏います。
2.情報技術関連企業への投資に強みをもつT.ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を⾏います。
※ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのリスクおよび留意点
基準価額の変動要因
ファンドは、主に海外の株式を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。ファンドの基準価額は、組み入
れた株式の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。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。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異
なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
※基準価額の主な変動要因として、○価格変動リスク（株式市場リスク／信用リスク）、○為替変動リスク、○カントリーリスク、○市場流動性リスク
等があります。詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の投資リスクをご覧ください。また、[収益分配金に関する留意事項]についても「投
資信託説明書（交付目論見書）」の該当箇所をご覧ください。

お申込みメモ（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）
購 入 ・ 換 金 の 原則として、申込不可日を除きいつでも購入、換金の申込みができます。
申 込 受 付 日
（当初申込）1万円以上1円単位
（投信自動積立の場合）1万円以上1千円単位

（追加申込）1万円以上1円単位

購

入

単

位

購

入

価

額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

換

金

単

位 1円単位

換

金

価

額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

換

金

代

金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。

申 込 不 可 日 ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、購入、換金の申込みを受け付けません。
年1回（毎年2月26日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
※ 原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資いたします。再投資を停止し、分配金のお
決算および分配
受取りを希望される場合はお申し出ください。
※ なお、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

期

間 2016年2月19日から2026年2月26日まで

繰

上

償

還

関

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
係 ンドをNISAの適用対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
益金不算入制度、配当控除の適用はありません。
※ 上記は作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

課

税

委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が
発生したときは、あらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て、繰上償還させることがあります。

ファンドの費用等（詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。）
①投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料（消費税込）は、購入代金《購入金額（購入価額[1口当たり]×購入口数）に購入時手数料（消費税
込）を加算した額》に応じて、以下の手数料率を購入金額に乗じて得た額となります。
購入時手数料

購入代金

1億円未満

手数料率

3.24％
(税抜き3.0％)

1億円以上
5億円以上
10億円以上
5億円未満
10億円未満
1.62％
0.81％
0.54％
(税抜き1.5％) (税抜き0.75％) (税抜き0.5％)

※「分配金自動再投資型」において、収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。
信託財産留保額

ありません。

②投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理報酬
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.8684％（税抜き1.73％）を上限として乗じた額

その他の費用・
手数料

上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等（それらにかかる
消費税等相当額を含みます。）が信託財産から支払われます。これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により
金額が決定し、運用状況により変化するため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。

※ファンドの費用（手数料等）の合計額、その上限額、計算方法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的に記載することはできません。

委託会社、その他の関係法人
【委託会社】三井住友アセットマネジメント株式会社（ファンドの運用の指図等を⾏います。）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

【受託会社】株式会社りそな銀⾏（ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。）
【販売会社】株式会社三井住友銀⾏（ファンドの募集・販売の取扱い等を⾏います。）
登録金融機関 関東財務局長（登金）第54号 加入協会：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
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重要な注意事項
投資信託に関する留意点
 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書
面」を必ずご覧ください。これらは三井住友銀⾏本支店等にご用意しています。
 投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
 投資信託は預金ではありません。
 投資信託は預金保険の対象ではありません。預金保険については窓口までお問い合わせください。
 三井住友銀行で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
 三井住友銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
 インターネットバンキング・モバイルバンキング・テレホンバンキング（SMBCダイレクト）での投資信託取引は、20歳以上の
方に限ります。
 SMBCダイレクト ライトをご利用のお客さまは、インターネットバンキング・モバイルバンキング（SMBCダイレクト）での投資
信託取引は残高・明細照会のみご利用いただけます。購入・換金等はご利用いただけません。
■当資料は、三井住友アセットマネジメント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。
■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、当資料は三井住友アセットマネジ
メントが信頼性が高い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。
■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に
帰属します。
■投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運用
実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
■投資信託は、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登
録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
■当ファンドの取得のお申込みにあたっては、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）および目論見書
補完書面等の内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内容
が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先します。投資信託説明書（交付目論見書）、目論
見書補完書面等は販売会社にご請求ください。
■当資料に掲載されている写真がある場合、写真はイメージであり、本文とは関係ない場合があります。
投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込み

設定・運用
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