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小型株式運用戦略で長年の実績を持つアバディーン・インベストメント・
マネジメント・リミテッド＊が実質的な運用を担当します。

幅広い地域の小型株式運用戦略で優れた成果を上げている一貫した
運用手法を活用します。

商品や技術力に強い競争優位性を持ち成長市場で高いシェアを獲得
する「グローバル・ニッチ企業」に着目します。

＊2021年11月26日付で、スタンダード・ライフ・インベストメンツ・リミテッドから商号変更しています。以下、アバディーン・インベストメントと称することが
あります。

 アバディーン・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、英国最大級の資産運用グループであるアバディーン・グループの中核的運用会社です。
 同グループは、「アバディーン」ブランドのもと、アクティブ運用にコミットし、世界で資産運用ビジネスを展開しています。

当ファンドのポイント



アバディーン・インベストメントが運用を行う世界小型株式運用戦略（当ファンドの類似運用戦略）は、
2012年の設定以来、世界小型株式全体を大きく上回るパフォーマンスを上げています。

（ポイント）

*当ファンドの類似運用戦略

※米ドルベース
※2012年1月末=100として指数化

（年）

（%） （2022年2月末時点）

（注1）アバディーン・インベストメントの世界小型株式運用戦略のパフォーマンスは、アバディーン・インベストメントが運用する、当ファンドの類似運用戦略の運用実績です（運用報酬控除前、米ドルベース）。類似運用戦略は、当ファンドの類似
運用戦略を示すものであり、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。

（注2）世界小型株式はMSCI AC World Small Cap Index（米ドルベース、配当込み）。世界株式はMSCI AC World Index（米ドルベース、配当込み）。いずれも当ファンドのベンチマークではありません。
（出所）アバディーン・インベストメント、Bloombergのデータを基に委託会社作成

（2012年1月末～2022年2月末、月次）
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堅調なパフォーマンスが期待できるアバディーン・インベストメントの世界小型株式運用戦略

アバディーン・インベストメントの小型株式運用戦略

アバディーン・インベストメントの世界小型株式運用＊のパフォーマンス 期間別リターン（年率換算、米ドルベース）
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アバディーン・インベストメントの小型株式運用戦略は、1997年、英国の小型株式を投資対象として始
まり、同様の運用手法を活用した戦略として、10年後の2007年に欧州小型株式運用戦略、15年後
の2012年に世界小型株式運用戦略（当ファンドの類似運用戦略）の運用が開始されました。共通の
運用手法を用いたこれらの小型株式運用戦略は、いずれも設定来、良好な運用実績を上げています。

（注1）英国小型株式運用戦略、欧州小型株式運用戦略、世界小型株式運用戦略は、アバディーン・インベストメントが運用するそれぞれの運用戦略の運用実績です（運用報酬控除前）。 上記の運用戦略は、当ファンドの運用実績
ではありません。

（注2）英国小型株式運用戦略の参考指数はIA UK Smaller Companies（英ポンドベース、配当込み）。欧州小型株式運用戦略の参考指数はFTSE Small Cap Developed Europe（ユーロベース、配当込み）。世界小型
株式運用戦略（当ファンドの類似運用戦略）の参考指数はMSCI AC World Small Cap Index（米ドルベース、配当込み）。いずれも当ファンドのベンチマークではありません。

（出所）アバディーン・インベストメントのデータを基に委託会社作成

1997年 英国小型株式運用戦略
2007年 欧州小型株式運用戦略

2012年 世界小型株式運用戦略
（当ファンドの類似運用戦略）

（ポイント）
（2012年1月末～2022年2月末、月次）

（億米ドル）

（ポイント）
（2007年9月末～2022年2月末、月次）

（億ユーロ）

（ポイント）
（1997年3月末～2022年2月末、月次）

（億英ポンド）

（年）

（年）

（年）
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※2012年1月末=100として指数化

※2007年9月末=100として指数化

※1997年3月末=100として指数化

アバディーン・インベストメントの小型株式運用戦略の運用実績
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2012年 世界小型株式運用戦略

（当ファンドの類似運用戦略）

長期にわたり幅広い地域の小型株式運用戦略で良好な運用実績を獲得

アバディーン・インベストメントの小型株式運用戦略
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英国、欧州から世界まで、多様な地域で優れた運用実績を持つアバディーン・インベストメントの小型株式
運用戦略を支えるのは、対象地域にとらわれず一貫して投資魅力度の高い銘柄を選び抜く運用手法です。

優れたパフォーマンスを支える一貫した運用手法

一貫した独自の運用手法

（出所）アバディーン・インベストメントのデータを基に委託会社作成



小型株式への投資は、大型株式・中型株式と比較して銘柄数が多いため、効率的な銘柄スクリーニング
がより重要となります。アバディーン・インベストメントは、独自の定量スクリーニング・ツール「マトリックス」
を活用することで、投資魅力度の高い有望銘柄を効率的に発掘しています。

（2011年1月末～2022年2月末、月次）

8.4%

-14.2%

-29.6%

-50.6%

（注）上記右のスコア別の累積超過リターンは、月次で「マトリックス」のスコアをもとにユニバース（約6,000銘柄）を5分位にわけ、各分位においてそれぞれの銘柄に均等投資した場合の月次超過リターンを累積したものです。世界小型株式は、
MSCI AC World Small Cap Index（米ドルベース、配当込み）。手数料、報酬、税金等は控除していません。
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STEP1 有望銘柄を絞り込む定量スクリーニング

一貫した独自の運用手法

（出所）アバディーン・インベストメントのデータを基に委託会社作成



定量スクリーニングで抽出した重点調査対象銘柄を対象に、年間400件以上の企業訪問や経営陣との
ミーティングなど、徹底した企業調査を行います。
企業調査を通じて、景気変動に左右されにくく持続的な成長が期待される高クオリティ企業を選び抜きま
す。とりわけ、その企業独自の技術力や商品力に高い競争力を持ち、グローバル市場で成長が期待される
「グローバル・ニッチ企業」の発掘を重視します。

☑

☑

STEP2 持続的な成長性に着目した企業調査

一貫した独自の運用手法

（出所）アバディーン・インベストメントのデータを基に委託会社作成



ニッチ企業とは、特定の市場で高い市場シェアと利益率を維持している企業です。当ファンドは、ニッチ企
業の中でも、技術力や商品力などで高い競争力を持ち、より広い地域や分野でも高いシェアを獲得できる
グローバル・ニッチ企業に着目します。

高い競争力で新市場を開拓する「グローバル・ニッチ企業」を発掘します

グローバル・・ニッチ企業の主な特徴
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※上記は投資対象銘柄の例示を目的とするものであり、当ファンドにおいて当該銘柄に投資をするとは限りません、また当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。
※表紙の「重要な注意事項」をご覧ください。

国内市場 米国市場

対象年齢が限定されている育児用品は、市場規模も大きいとは言えず、大手
企業にとっては、参入しやすそうでしづらいのが特徴。

●発育の仕組みが世界共通である乳幼児にフォーカスしたことで、市場別に製品
仕様を大きく変えることなく、世界展開を可能にした。

●2002年に中国進出、現在、中国事業を深耕しつつインド、インドネシアを
新規重点市場ととらえ、事業を展開中。

株価と1株当たり利益（EPS）の推移

※写真はイメージです。

（円）

（年）

（円）

1990年代 哺乳器
国内シェア 60~70%獲得

2002年 中国進出
当初から単なる生産拠点では
なく「マーケット」として進出

2012年 中国事業
売上高100億円突破
哺乳瓶、入浴スキンケアでシェア
1位獲得（2011年）

（注）株価は1995年7月末～2022年2月末（月次）。EPSは1996年1月期～2023年12月期、2019年12月期は決算期変更により11ヵ月決算。EPS予想は2022年2月現在のBloomberg予想。
（出所）ピジョン、Bloombergのデータを基に委託会社作成

「グローバル・ニッチ企業」の成長ストーリーの好事例

グローバル・・ニッチ企業の主な特徴
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ジェネラック･ホールディングス（米国）

株価と1株当たり利益（EPS）の推移

（注1）株価は2015年12月末～2022年2月末（日次）。
（注2）EPSは2016年12月期～2024年12月期、2022年12月期以降のEPS予想は2022年2月現在のBloomberg予想。
（出所）アバディーン・インベストメント、ジェネラック・ホールディングス、Bloombergのデータを基に委託会社作成

[企業概要]
• 家庭用予備発電機メーカー。
• 電力品質に問題を抱える住宅オーナーの選択肢が高価な商業用発電機のみであった

1990年代に、手頃な価格の家庭用予備発電機を開発。
• 米国市場でトップシェアを持つ、マーケットリーダー企業。

[同社の競争優位性]
• 高い米国市場シェアに加え、世界150ヵ国以上に進出。
• 家庭用予備発電機市場が拡大する中、まだ競合他社が少ない。

[アバディーン・インベストメントの投資判断]
• ホームページ上にリアルタイムで米国とカナダの気象情報と停電地区を掲載し、災害に備え
る呼びかけを行うなど、社会的課題に大きく貢献している点を評価。

• 気候変動に伴う家庭用の予備発電機ニーズの高まり、5Gの普及に伴う電力需要の拡大
期待などメガトレンドを捉える事業内容であると判断。

（イメージ図）

家庭用発電機の市場規模の推移

約2.7兆円

約3.9兆円

※個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。また、当ファンドへの組入を保証するものではありません。
※上記は過去の実績、将来の予想および運用方針であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。今後、予告なく変更する場合があります。
※表紙の「重要な注意事項」をご覧ください。

投資事例 1

銘柄紹介



[企業概要]
• 企業の顧客管理（カスタマー・リレーションシップ・マネジメント:CRM）のアウトソーシング分
野におけるリーダー企業。

• 世界83ヵ国、265言語以上で共通のサービスを提供できるコンタクトセンターを運営。
• コンタクトセンターを軸に、新規顧客開拓やアフターケア、債権回収などに事業領域の拡大
を進める。

[同社の競争優位性]
• グローバル対応:他地域および多言語対応によって、全世界に顧客を持つグローバル企業
のCRMを一括でサポート可能。

• サービスの品質:熟練度の高いスタッフと高品質のサービスにより、付加価値の高い事業領
域へ進出が可能。

[アバディーン・インベストメントの投資判断]
• CRMのアウトソース化という構造的変化が同社の持続的成長を支えると判断。
• 特にカスタマー・エクスペリエンス*（顧客の期待を上回る満足度）の最大化に貢献できる
有数の企業であると判断。

テレパフォーマンス（フランス）

株価と1株当たり利益（EPS）の推移

（注1）株価は2015年12月末～2022年2月末（日次）。
（注2）EPSは2016年12月期～2024年12月期、2022年12月期以降のEPS予想は2022年2月現在のBloomberg予想。
（出所）アバディーン・インベストメント、International Data Corporation、Bloombergのデータを基に委託会社作成

＊カスタマー・エクスペリエンスとは、商品やサービスの金銭的・物質的な価値だけでなく、商品や
サービスの利用時に顧客が感じる心理的・感覚的な付加価値のこと。企業は、競合他社との
差別化を図り市場で優位性を得るための次なる施策として、カスタマー・エクスペリエンスに取り
組み始めている。

（イメージ図）

カスタマー・エクスペリエンスへのIT投資額の推移

※個別銘柄に言及していますが、当該銘柄を推奨するものではありません。また、当ファンドへの組入を保証するものではありません。
※上記は過去の実績、将来の予想および運用方針であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものでもありません。今後、予告なく変更する場合があります。
※表紙の「重要な注意事項」をご覧ください。

（億米ドル） （2022年2月末時点、1米ドル=115.11円で換算）

約54兆円

約74兆円

投資事例 2
銘柄紹介

投資事例 2

銘柄紹介
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（2012年1月末～2022年2月末）
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（注1）類似運用戦略はアバディーン・インベストメントが運用する類似運用戦略の運用実績（運用報酬控除前、米
ドルベース）。世界小型株式はMSCI AC World Small Cap Index（米ドルベース、配当込み）。当ファ
ンドのベンチマークではありません。

（注2）追随率は指数が下落/上昇した月における類似運用戦略の平均収益率を当該期間の指数の平均収
益率で除した数値です。

（出所）アバディーン・インベストメント、Bloombergのデータを基に委託会社作成

（注1）類似運用戦略はアバディーン・インベストメントが運用する類似運用戦略の運用実績（運用報酬控除前、米ド
ルベース）。世界小型株式はMSCI AC World Small Cap Index（米ドルベース、配当込み）。世界株
式はMSCI AC World Index（米ドルベース、配当込み）。いずれも当ファンドのベンチマークではありません。

（注2）リターンは騰落率を年率換算。リスクは同期間の月次騰落率の標準偏差を年率換算。投資効率はリターンをリ
スクで除した数値です。

（出所）アバディーン・インベストメント、Bloombergのデータを基に委託会社作成

※上記の類似運用戦略は、当ファンドの類似運用戦略を示す過去の実績であり、当ファンドの運用実績ではありません。また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※表紙の「重要な注意事項」をご覧ください。

（2012年1月末～2022年2月末）

低 リスク（年率） 高

高

リ
タ
ー
ン
（
年
率
）

低

当ファンドの類似運用戦略の設定来の運用特性をみると、世界小型株式が上昇する局面では、世界小
型株式をやや上回り、下落する局面では、世界小型株式より下落しにくいといった特徴を示しています。
リスク・リターン特性においては、世界小型株式よりも投資効率が高くなっています。

世界小型株式
（投資効率 0.67）

類似運用戦略
（投資効率 0.81）

世界株式
（投資効率 0.82）

類似運用戦略の運用特性

類似運用戦略の魅力
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世界小型株式は世界株式と比較して高い利益成長が見込まれています。2020年の世界小型株式の
PERは、コロナショックによるEPSの大幅な低下から過去10年平均を大きく上回りましたが、利益成長と
ともに世界株式と同程度の水準まで低下すると予想されています。

（注1）世界小型株式はMSCI AC World Small Cap Index。世界株式はMSCI AC World Index。いずれも当
ファンドのベンチマークではありません。

（注2）2021年の数値を100として指数化。予想値は2022年2月時点。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成

（注1）世界小型株式はMSCI AC World Small Cap Index。世界株式はMSCI AC World Index。いず
れも当ファンドのベンチマークではありません。

（注2）世界小型株式平均は2010年～2019年の年次実績の平均値。予想値は2022年2月時点。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成

（ポイント） （2021年～2024年、2022年以降はBloomberg予想） （倍） （2015年～2024年、2022年以降はBloomberg予想）

（年）
（年）

27.8

世界小型株式のEPSの見通し 世界小型株式のPERの推移
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純資産総額（右軸）
税引前分配金再投資基準価額（左軸）
基準価額（左軸）

（注1）基準価額、税引前分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
（注2）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。

（注1）四捨五入のため合計が100％にならない場合があります。
（注2）構成比率はすべて純資産総額対比。業種は世界産業分類基準（GICS）。
（出所）アバディーン・インベストメントのデータを基に委託会社作成

（円） （2019年2月1日（設定日）～2022年2月28日）

（億円）

決算期 分配金

第3期 2020/7/27 50円

第4期 2021/1/25 800円

第5期 2021/7/26 400円

第6期 2022/1/25 0円

設定来累計額 1,650円

分配実績 （2022年2月末現在）

（注）分配金は1 万口当たり、税引前です。

（2022年2月末現在）

（年/月）

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果および分配を保証するものではありません。分配金額は委託会社が分配方針に基づき基準価額水準や市況動向等を勘案して決定します。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。

※ファンドの購入時には、購入時手数料がかかる場合があります。また、換金時にも費用・税金などがかかる場合があります。詳しくは19ページおよび投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※表紙の「重要な注意事項」をご覧ください。

銘柄数 45

EPS成長率（%）
（過去3年間）* 39.4

ROE（%） 20.9

ポートフォリオ特性

*EPS成長率（過去3年間）は年率換算した数値です。

ファンドの運用状況について

運用状況

国・地域名 比率（％）
1 米国 43.1 
2 英国 8.7 
3 イタリア 6.6 
4 オーストラリア 6.4 
5 ドイツ 5.6 
6 日本 4.0 
7 台湾 3.4 
8 イスラエル 2.8 
9 アイルランド 2.7 
10 スウェーデン 2.3 

通貨 比率（％）
1 米ドル 48.2 
2 ユーロ 17.5 
3 英ポンド 11.4 
4 日本円 8.8 
5 豪ドル 6.5 
6 台湾ドル 3.4 
7 スウェーデンクローナ 2.3 
8 ポーランドズロチ 1.1 
9 スイスフラン 0.9 
10 インドルピー 0.0 

業種名 比率（％）
1 資本財・サービス 30.5 
2 情報技術 22.7 
3 一般消費財・サービス 18.1 
4 コミュニケーション・サービス 8.4 
5 金融 6.3 
6 ヘルスケア 4.6 
7 生活必需品 2.8 
8 素材 1.3 

組入上位10ヵ国・地域 組入上位10通貨 組入上位10業種



（銘柄数：45）

銘柄名 国・地域 業種 組入比率 主な事業 主なビジネス内容

1 ペイロシティ・ホールディング 米国 情報技術 3.5% クラウドベースの給
与・就労管理ソフト

米国内におけるクラウドベースによる給与支払いサービスの大手。従来の給与支払いシステムからクラ
ウドベースのシステムへの構造的シフトによる恩恵が今後も期待される。

2 テックターゲット 米国 コミュニケーション・
サービス 3.5% 業界別ポータル

サイト運営
業界別ポータルサイトを運営し、情報技術者に様々なサービスやリソースを提供。企業のＩＴ支出の
増加を背景に需要が高まっている。各国で導入されるデータ保護策には更なる専門知識が必要なた
め、同社の事業には追い風。売上に占める継続課金の割合が増加し、収益の安定が期待される。

3 アクソン 米国 資本財・
サービス 3.2% セキュリティ関連 ウェアラブルカメラ等のセキュリティ装備品を開発・販売するグローバル企業。製品の信頼性に基づく強

固な関係を、主要市場である米国および一部海外の法執行機関と築いていることが強み。

4 プール 米国 一般消費財・
サービス 3.2% プール用品メーカー スイミングプール用品、機器、および関連製品メーカー。プールの建設資材や交換部品、メンテナンス

製品、スパ等の幅広い製品を世界中の顧客に提供するマーケットリーダー企業。

5 サイトワン・ランドスケープ・サプライ 米国 資本財・
サービス 3.2% 園芸用品販売

会社
米国最大級の園芸関連製品の販売会社。強固な販売網を活用し、コロナ禍でも事業活動を継続
することで、住宅環境の改善志向の高まりの恩恵を享受している。今後もM&Aの活用やカナダでの事
業拡大などを通して成長が期待される。

6 シフト・グループ 米国 資本財・
サービス 3.1% 大手商用車

メーカー
運送会社向けに配送トラックやトレーラーを製造・販売。Eコマース市場の拡大で配送トラックの需要
が急増する中、低燃費・低コストで管理できる同社製品の評価は高く、中長期的な成長が期待され
る。小規模事業者の買収などにより販売エリア・商品ラインアップの拡充も期待される。

7 ラティスセミコンダクター 米国 情報技術 3.0% 半導体企業
超低消費電力の半導体を通信や民生用電気、医療などの幅広い顧客に提供。寡占的な市場にお
いて、同社はニッチな分野で強みを発揮しているが、今後も自動運転やAI、IoT、5Gなどの分野にお
いて同社製品の用途が拡大することで高い成長が期待。

8 ALS オーストラリア 資本財・サービス 3.0% コモディティの試験・
検査サービス

コモディティの試験・検査におけるマーケットリーダー。金属・鉱物とライフサイエンス（環境、食品、製
薬）を中心に幅広い製品の試験・検査サービスを提供。

9 イエティ・ホールディングス 米国 一般消費財・
サービス 3.0% アウトドア関連製品

の販売会社
クーラーやタンブラーなどをアウトドア・レクリエーション市場で展開。これまでブランドや製品ラインアップ、
サプライチェーンや在庫管理の改善のために積極的に投資を行ってきており、その結果、新規顧客の
獲得や既存顧客への販促、Eコマースの拡大、国際的な展開など成長余力が大きい点を評価。

10 JMDC 日本 ヘルスケア 2.9% ヘルスケア情報
サービス会社

国内最大級のヘルスケア向けのビッグデータ、データプラットフォームを提供。国内における規制緩和や、
コロナ禍において遠隔診療へのニーズの高まりにより、今後も高い成長が期待される。

（注）組入比率は現物株の時価総額対比。業種は世界産業分類基準（GICS）。
（出所）アバディーン・インベストメントのデータを基に委託会社作成

※上記は2022年2月時点の組入銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものではありません。
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
※表紙の「重要な注意事項」をご覧ください。

（2022年2月末時点）

運用状況

組入銘柄について（2022年2月末時点）

運用状況



運用残高
構成

（注）2021年12月31日現在。1英ポンド＝155.97円で換算。運用残高構成は四捨五入の関係上、合計が全運用残高と一致しない場合があります。
（出所）アバディーンのデータを基に委託会社作成

運用残高

約72兆円

顧客

約80ヵ国

運用スタッフ

約800名

拠点

世界30ヵ所
以上

従業員数

約5,000名

● 欧州最大級の資産運用グループで、グローバルに資産運用ビジネスを展開しています。
● 独自の調査、テーマ別知見、ESGのベストプラクティス、現地調査に基づく深い分析を活用し、世界各地において持続可能で
将来性のある、優れた投資機会を発掘しています。

アバディーンの概要

株式 19.1兆円
債券（含むプライベート・デット） 17.7兆円
クオンツ 8.8兆円
不動産・インフラ 7.4兆円
マルチ・アセット 7.0兆円
オルタナティブ 3.2兆円
プライベート・エクイティ 2.2兆円
キャッシュ／流動性資産 6.9兆円



ファンドのしくみ
■ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。

投資者
（受益者）

世界小型株厳選
マザーファンド

申込金

分配金
解約金
償還金

世界の
小型株式

投資

損益

投資

損益

世界小型株厳選
ファンド

ファンド マザーファンド 投資対象資産

アバディーン・インベストメント・マネジメント・リミテッドに、
マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。

当ファンドの特色/しくみ

マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の小型株式へ投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
 世界の金融商品取引所に上場する株式のうち、小型株式を実質的な主要投資対象とします。
 ボトムアップアプローチによるファンダメンタルズ分析により、投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
 当ファンドは、「世界小型源泉マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。

特色

1

マザーファンドにおける運用の指図にかかる権限を、アバディーン・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ委託します。2
特色

4
特色

実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。3
特色

毎月1月、7月の25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として分配を目指します。
 委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金のお支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

当ファンドの特色/しくみ



【基準価額の変動要因】
 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者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、投資元本を割り込むことがあります。

 運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
 投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
 当ファンドの主要なリスクは以下のとおりです。
株価変動に
伴うリスク

株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落
するおそれがあります。

為替リスク 当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。し
たがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

カントリー
リスク

投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国
有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。
・政治体制の変化 ・社会不安の高まり ・他国との外交関係の悪化 ・海外からの投資に対する規制 ・海外との資金移動の規制
さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の
回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

信用リスク 株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンド
の基準価額が下落するおそれがあります。

流動性
リスク

実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当
該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済
の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

【分配金に関する留意事項】
 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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。

【その他の留意点】
 当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当
該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

 ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
 ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた
換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

ファンドのリスクおよび留意点ファンドのリスクおよび留意点



お申込みメモ

購入単位 100円以上1円単位*または100口以上1口単位
＊購入時手数料および購入時手数料に対する消費税等に相当する金額を含めて、上記単位でご購入いただけます。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

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営業日目からお支払いします。

申込締切時間 原則として、午後3時までに購入・換金の申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。

申込不可日 以下のいずれかに当たる場合には、購入・換金のお申込みを受け付けません。
● ニューヨーク証券取引所の休業日● 英国証券取引所の休業日 ● ニューヨークの銀行の休業日● ロンドンの銀行の休業日

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに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

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・換金申込みの受付中止や既に受け付けた購入・換金申込み
の取消しをする場合があります。

決算日 毎年1月、7月の25日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配 年2回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。）
※分配金再投資コースを選択された場合は、原則として、分配金は税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

信託期間 2029年1月25日まで（2019年2月1日設定）

繰上償還 以下の場合には、繰上償還をすることがあります。
● 繰上償還をすることが受益者のため有利であると認めるとき● 残存口数が30億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

信託金の限度額 1,000億円

課税関係

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）」、未成年者少額投資非課税制度
「ジュニアNISA（ニーサ）」の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方※で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」もあります。
●配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
●上記は作成基準日現在のものです。税法が改正された場合には、変更される場合があります。
●法人の場合は上記とは異なります。 ●税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※大和証券でお申込みの場合
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。



運用管理費用
（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.936％（税抜き1.76％）の率を乗じた額とします。運用管理費用（信託報酬）は日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。なお、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

※ 上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※ 委託会社の報酬には、世界小型株厳選マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬（当該マザーファンドの組入評価額に対して年0.68％以内）が含まれております。

その他の費用・
手数料

以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。
 監査法人等に支払われるファンドの監査費用 ●有価証券の売買時に発生する売買委託手数料 ●資産を外国で保管する場合の費用 等
※ 上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 監査費用の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。

支払先 料率 役務の内容
委託会社 年0.98％ ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社 年0.75％ 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 年0.03％ ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

＜運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜き）＞

※上記の手数料等の合計額については、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。

※表紙の「重要な注意事項」をご覧ください。

■投資資者が信託財産で間接的に負担する費用

■投資者が直接的に負担する費用

委託会社、その他関係法人
委託会社 三井住友DS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。）

受託会社 三井住友信託銀行株式会社（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 大和証券株式会社（ファンドの募集・販売の取扱い等を行います。）

投資顧問会社 アバディーン・インベストメント・マネジメント・リミテッド（マザーファンドの運用指図に関する権限の一部委託を受け、信託財産の運用を行います。）

ファンドの費用等 ※大和証券でお申込みの場合
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

購入時手数料

購入金額に以下の手数料率（税込み）を乗じて得た額とします。

※購入金額＝（購入申込受付日の翌営業日の基準価額／1万口）×購入口数
※購入時手数料には、消費税等相当額がかかります。
購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。

信託財産留保額 ありません。

購入金額 手数料率（税込み）
1億円未満 3.30％
1億円以上5億円未満 1.65％
5億円以上10億円未満 1.10％
10億円以上 0.55％

（ご参考）
＜口数指定で購入する場合＞
例えば、基準価額10,000円のときに100万口ご購入いただく場合は、次のように計算します。
購入金額＝（10,000円／1万口）×100万口＝100万円
購入時手数料＝購入金額（100万円）×3.30％（税込み）＝33,000円
となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額103万3,000円をお支払いいただくこととな
ります。
＜金額指定で購入する場合＞
購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるよう購
入口数を計算します。例えば、100万円の金額指定で購入する場合、指定金額の100万円
の中から購入時手数料（税込み）をいただきますので、100万円全額が当該投資信託の購
入金額とはなりません。
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