
※基準価額は信託報酬控除後の値です。

ファンド設定日：2017年3月3日

※基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※税引前分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。

※期間収益率は税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金再投資基準価額により計算しています。

※収益分配金は1万口当たりの金額です。

※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

現金等 18 2.9％
※比率は、純資産総額に対する割合です。
※現金等には未収・未払項目などが含まれるため、
   マイナスとなる場合があります。
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基準価額等の推移 資産構成（単位：百万円）

本ファンド
金額 比率

－

収益分配金（税引前）推移

決算期 第1期 － －
決算日 2018/3/5 － －

分配金 0円 － －

0.40％ 2.71％ 3.38％ -2.74％ 6.42％

期間収益率

設定来 １カ月 ３カ月 ６カ月

金額 比率

外国株式 585

613百万円

10 1.7％

マザーファンド

純資産総額

97.1％

米国中小型割安株・
マザーファンド 603 98.3％

現金等

運用実績

基準価額 10,040円 前月末比 ＋265円

追加型投信／海外／株式

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
販売用資料

2018年5月31日基準（愛称：ＵＳ リバイブ）
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※業種別構成比率は、純資産総額に対する割合です。 ※比率は純資産総額に対する割合です。
※記載の比率は、四捨五入の関係で100％にならない場合があります。

# #

※為替レートは、一般社団法人投資信託協会が発表する対顧客
※電信売買相場仲値を採用しています。

※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

※ 本ファンドの主要投資対象である米国中小型割安株・マザーファンドは、アリアンツ・グローバル・インベスターズU.S.LLCに運用を再委託しています。

8 メタネックス 1.28％

組入銘柄数 104銘柄

9 グレート・ウェスタン・バンコープ 1.28％

10 ブーズ・アレン・ハミルトン 1.27％

6 ブランズウィック 1.31％

7 MKSインスツルメンツ 1.30％

4 エンコンパス・ヘルス 1.33％

5 オリオン・エンジニアード・カーボンズ 1.32％

バースーム・マテリアルズ 1.34％

3 ヒル・ロム・ホールディングス 1.33％

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
販売用資料

2018年5月31日基準（愛称：ＵＳ リバイブ）

108.70円 ▲0.59％下落

追加型投信／海外／株式

為替（米ドル／円）の推移

当月末 月間騰落率

運用資産の状況 （本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行っているため、マザーファンドの運用状況を表示しています。）

業種別構成比率 組入上位10銘柄
銘柄名 比率

1 ユニバーサル・フォレスト・プロダクツ 1.34％

2
銀行

18.3%

資本財
12.5%

素材
11.9%

エネルギー
7.0%不動産

5.9%

保険
4.4%

テクノロジー・
ハードウェア
および機器

4.4%

耐久消費財・
アパレル
4.1%

商業・
専門サービス

4.1%

各種金融
3.4%

その他
21.0%

現金等
2.9%

108

109

110

111

112

18/4/27 18/5/31

円安／米ドル高

円高／米ドル安

（円）
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※コメントに記載のある企業は、ファンドのコンセプトをご理解いただくためのものであり、個別企業の推奨をする目的ではありません。

※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

　葉タバコ事業を手掛けるユニバーサルは、同社経営陣が配当額を36％引き上げ、安定株主に対する価値創造に、より一層の注力を示す資産
配分戦略の強化を発表したことから、急激に上昇しました。

　電子部品メーカーのビシュイ・インターテクノロジーは上昇し、寄与度上位となりました。同社が発表した第1四半期の売上高が市場予想を上回っ
たほか、経営陣が発表した第2四半期の業績見通しも好調な内容だったことが主な要因となりました。同社業績の好調さは特に自動車用、工業
用で旺盛な需要があること、また同社に有利な製品価格にあることなどが理由です。

　TCパイプラインズは、最近の米連邦エネルギー規制委員会（FERC）が特定のマスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）に対する税額控除
の一部を撤廃したことに対応すべく、配当金を35％引き下げることを発表しました。企業ならびに投資家らはFERCの動向が最終的にどのような影
響を及ぼすのかについて、より明確な情報を待っている状態であり、その間にTCパイプラインズは代替となる政策の有効性を検証しています。なお、
2018年第1四半期決算で発表された売上高は、堅調な輸送量を背景に競合他社を上回るものとなりました。

　レジャー用自動車メーカーのソーア・インダストリーズは、原材料価格の上昇や米トランプ政権が明らかにした鉄とアルミニウムに対する関税がどの程
度同社の業績に影響を及ぼすのか不透明だとの見方が市場で広がりました。しかしながら、同社経営陣は、引き続き比較的若い年齢層の購入者
が市場に参入してくることの恩恵を享受できるとして、レジャー用自動車産業での更なる成長に楽観的な見方を維持しております。

　当月は3銘柄を新規で購入し、6銘柄を全売却としました。

　一般家庭用家具メーカーのレイジーボーイを新規で購入しました。同社はミシガン州モンロー郡を拠点としており、リクライニングチェアーの分野での
知名度も高い企業です。株価水準が魅力的な水準にあると判断し購入しました。一方、地方銀行のヒルトップ・ホールディングスはファンダメンタルズ
の点で懸念があり、また発表された四半期決算の結果も良くなかったことなどから、同社株を全売却としました。

当月の市場動向及びファンドの運用状況

当月の市場動向

ファンドの運用状況

※下記のコメントは、本ファンドのマザーファンドにおいて実質的な運用を行っているアリアンツ・グローバル・インベスターズからのコメントです。

　当月の米国株式市場は、米国債の利回り上昇が観測されたものの、上昇しました。投資家らの間で、業績成長が既に頭打ちになった可能性が
あるとの見方が広がりつつあったものの、企業が発表した業績結果は上昇の支援材料となりました。しかし、トランプ米大統領が欧州、カナダ、メキシ
コからの鉄やアルミニウムに対する輸入関税の導入を推し進めていると報じられたことで、地政学上の不透明感が強まり、月末にかけてそれまでの上
昇幅を縮小させる展開となりました。

　また、米連邦準備制度理事会（FRB）は、月初に開催された米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の据え置きを全会一致で決
定したものの、インフレ率が目標水準に近づいてきていることを認めたことから、投資家の間で今後の利上げ政策を再評価する動きがみられました。
しかしながら、公開された直近のFOMC議事録は、インフレ率が目標水準の2%を上回って推移することを中央銀行が容認し、結果として僅かな利
上げとなる可能性があることを示唆するものとなりました。

追加型投信／海外／株式

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
販売用資料

2018年5月31日基準（愛称：ＵＳ リバイブ）
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※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

※下記のコメントは、本ファンドのマザーファンドにおいて実質的な運用を行っているアリアンツ・グローバル・インベスターズからのコメントです。

　当月はマクロ経済や政情の先行きに不透明感がみられたものの、事前予想を上回る企業業績、好調な配当性向、民間消費といった好調な
ファンダメンタルズの継続がみられました。具体例としてS&P500指数の構成企業の平均配当額は年初来で＋13.67％上昇し、2017年の
＋11.36％を上回る水準となっています。潤沢な資金がある状況と投資家たちがより高いリターンを還元してくれる企業を欲していることを踏まえる
と、配当成長の継続は今後も期待できるものとみています。

　株式市場は堅調さを示しているものの、今後も投資家らは懸念材料に悩まされる可能性があると予想しています。それはインフレ率の上昇、政情
の先行き不透明感、より制限的な貿易政策といったものであり、6月以降も継続すると考えられます。

　株式市場では、テクノロジー関連株がいつまで好調さを維持できるのか、貿易関税の話題が主要7カ国首脳会議（G7サミット）で取り上げられ
た、といったような報道の内容に左右される展開となっていますが、当運用チームでは引き続き魅力的な株価水準にある企業、成長性の安定的な
企業に注目し、投資機会を見出していく所存です。

　市場のボラティリティがいつ以前の水準へと回帰するのかを予測することは困難なものの、株価の上昇局面では追随し、下落局面ではダウンサイド
プロテクションをもたらすような魅力的な株価水準のポートフォリオを当戦略の投資家の皆様にご提供すべく尽力して参ります。

今後の見通しと運用方針

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
販売用資料

2018年5月31日基準
追加型投信／海外／株式

（愛称：ＵＳ リバイブ）
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※比率は純資産総額に対する割合です。
※事業紹介は本ファンドのご理解を深めていただくために作成したものであり、個別銘柄への投資を推奨するものではありません。
※上表に記載の内容は基準日現在のものであり、将来予告なく変更する場合があります。

※後述の「本資料のご留意点」を必ずご覧ください。

ユニバーサル・フォレスト・プロダクツ（UNIVERSAL FOREST PRODUCTS)

業種銘柄名（英語名称）

バースーム・マテリアルズ（VERSUM MATERIALS) 半導体・半導体製造装置
2

2016年10月にエアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズから分離した、半導体業界向けに材料を提供する大手企業。

1
1955年設立の米国大手木材メーカー。木材製品、木材代替製品の設計、製造、加工、販売を手掛ける。

資本財 1.34％

1.34％

10
防衛関連機関、諜報関連機関ならびに民間企業向けにコンサルティングサービスを提供する、経営・技術コンサルティング会社。

9
地銀大手のグレート・ウェスタン・バンクなどの銀行持株会社。サウスダコタ州スーフォールズを拠点としている。

グレート・ウェスタン・バンコープ（GREAT WESTERN BANCORP) 銀行 1.28％

ブーズ・アレン・ハミルトン（BOOZ ALLEN HAMILTON) ソフトウェア・サービス 1.27％

8 世界のメタノール市場で高い市場占有率を持つ大手メーカー。カナダのバンクバーを拠点とし、チリ、エジプト、ニュージーランド、タイなど世界
各地で事業を展開している。

7 半導体デバイス等の製造プロセスにおけるパラメーターの測定・制御・分析を行う機器を製造・販売する企業。光学フィルタ、医療機器等の
幅広い分野にわたる製品も手掛ける。

6 1845年に事業を開始したレジャー用品関連企業。スターンドライブ、フィットネス関連機器、ビリヤード用品、ボーリング用品など幅広く手掛
ける。

ブランズウィック（BRUNSWICK) 耐久消費財・アパレル 1.31％

MKSインスツルメンツ（MKS INSTRUMENTS) 半導体・半導体製造装置 1.30％

メタネックス（METHANEX) 素材 1.28％

5
カーボン･ブラック製造の世界的大手企業。塗料、印刷インク、ポリマー、天然ゴムなど幅広い用途向けに高性能の製品を提供している。

4
米国並びにプエルトリコで事業を展開する企業。入院専門のリハビリ病院、在宅看護仲介事業などのヘルスケア・サービスを手掛ける。

3 世界100カ国以上で事業を展開している医療機器メーカー。臨床転帰や経済的効果の改善につながるような患者治療のソリューション提
供に注力。

ヒル・ロム・ホールディングス（HILL-ROM HOLDINGS) ヘルスケア機器・サービス 1.33％

エンコンパス・ヘルス（ENCOMPASS HEALTH CORP) ヘルスケア機器・サービス 1.33％

オリオン・エンジニアード・カーボンズ（ORION ENGINEERED CARBONS) 素材 1.32％

《ご参考》 －組入上位10銘柄の概要－

事業紹介
比率

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
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※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

ファンドの特色

追加型投信／海外／株式

この投資信託（以下「本ファンド」という場合があります。）は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
販売用資料

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

（愛称：ＵＳ リバイブ）
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※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

※ 資金動向、市況動向、投資対象国の政治や経済情勢の変動、当該諸国の法規制等の変更、その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
販売用資料

追加型投信／海外／株式

ファンドの特色

（愛称：ＵＳ リバイブ）

アリアンツ・グローバル・インベスターズの米国運用子会社です。同社は、世界最大級の保険会社で
125年以上の歴史を持つアリアンツグループ傘下にあり、グローバルに資産運用業務を展開して
います。世界18カ国で事業展開、運用資産残高約67兆円（2017年12月末時点、1米ドル
112.65円で換算）。
また、米国テキサス州ダラスを拠点とする運用チーム※は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ
の中でもバリュー株運用のプラットフォームとして重要な役割を担っており、9名の運用プロフェッ
ショナル（平均経験年数21年）が運用しています。運用資産残高約1.5兆円（2018年3月末
時点、1米ドル106.35円で換算）。
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※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

リスクの管理体制

投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪
化は価格下落要因のひとつであり、これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。

流動性リスク

株式を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の
下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、本ファンドはそのリスクを伴います。例
えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない
可能性があります。この場合、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。

その他の留意点

・ 本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。
・ 投資信託は預金や保険契約と異なり、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。
・ 銀行など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。
・ 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。
・ 収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・ 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・ 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

（愛称：ＵＳ リバイブ）
追加型投信／海外／株式

委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。
なお、デリバティブ取引については、社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行われているか日々モニタリングを行っています。

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
販売用資料

投資リスク

基準価額の変動要因

本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に米国株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は
変動します。また、外貨建て資産には為替リスクもあります。したがって、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。信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯
金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因は以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。

主な変動要因

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動しま
す。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。特に投
資する中小型株式等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を
与える場合があります。

為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。本ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通
貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落する
ことがあります。為替の変動（円高）は、本ファンドの基準価額を下げる要因となります。

信用リスク
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※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

○本資料は、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータに基づき作成されておりますが、
　 その正確性、完全性について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。
○本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。
○投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本保証はありません。
○投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。
○お申込みの際には必ず投資信託説明書（交付目論見書）の内容をご確認の上、お客様自身でご判断ください。

信託期間 無期限（設定日：平成29年3月3日）

繰上償還

次の場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。
・ 受益証券の口数が10億口を下回ることとなった場合
・ ファンドを償還させ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 毎年3月5日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。
※販売会社によっては、分配金の再投資コースを設けています。詳しくは販売会社まで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。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※税法が改正された場合には変更となる場合があります。

本資料のご留意点

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分を当日のお申込みとします。
なお、受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います。
※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。

購入・換金
申込受付の中止

及び取消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金（解
約）の申込の受付を中止すること及びすでに受付けた購入・換金（解約）の申込の受付を取消す場合があります。

ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド 月次レポート
販売用資料

追加型投信／海外／株式
（愛称：ＵＳ リバイブ）

購入・換金申込
受付不可日

ニューヨークの証券取引所またはニューヨークの商業銀行のいずれかの休業日の場合には、購入・換金の受付を行いません。

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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込みメモ

購入単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 （ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）

換金単位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額となります。

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いいたします。
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委託会社の報酬には、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託先への報酬（年0.69％）が含まれています。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、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）をご確認ください。

販売会社 ※最終頁をご参照ください。　（受益権の募集・販売の取扱い、及びこれらに付随する業務を行います。）

年0.7128％ （税抜：年0.66％）

受託会社 年0.0432％ （税抜：年0.04％）

その他費用
及び手数料

ファンドの監査費用、有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託事務の処理等に要する諸費用、開示書類等の
作成費用等（有価証券届出書、目論見書、有価証券報告書、運用報告書等の作成・印刷費用等）が信託財産
から差引かれます。なお、これらの費用は、監査費用を除き、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限
額などを示すことができません。

委託会社、その他関係法人

委託会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社　 （信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）及び運用報告書の作成等を行います。）

　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第311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 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　 （ファンド財産の保管・管理等を行います。）

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

ファンドの日々の純資産総額に年1.9332％（税抜：年1.79％）を乗じて得た金額とします。運用管理費用（信託
報酬）の配分は下記の通りとします。なお、当該報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日（休業日の場合は翌営
業日）及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

運用管理費用（信託報酬） 年1.9332％ （税抜：年1.79％）

内
　
　
　
訳

委託会社 年1.1772％ （税抜：年1.09％）
（信託報酬）

販売会社

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入申込金額に3.24％（税抜：3.0％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。

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％を乗じて得た額とします。

追加型投信／海外／株式
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■販売会社では、受益権の募集・販売の取扱い、及びこれらに付随する業務を行います。

ファンドのご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（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、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第164号 ○ ○

○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第165号 ○ ○ ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第195号 ○ ○ ○

○

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ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長
（金商）第44号 ○ ○

販売会社一覧

金融商品取引業者名 登録番号
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
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
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