
販売⽤資料

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

三井住友アセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（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

■資料の作成、設定・運⽤

2017年2⽉

販売⽤資料



販売⽤資料

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

1 主として、⽶国の取引所に上場している株式等に投資を⾏い、信託財産の中⻑期的な成⻑を
⽬指して運⽤を⾏います。
主にBDC（ビジネス・ディベロップメント・カンパニー）*への投資を通じて⾼い配当利回りを獲得しつつ、中⻑期的なトータル・リタ－ンの最⼤化を

⽬指します。
＊BDCとは、中堅企業等（中⼩企業から上場企業まで）の事業開発を主に⾦融⾯からサポートする投資会社をいいます。
投資分散・流動性の観点から、BDC以外の⾼配当上場⽶国株式等に投資する場合があります。
ファミリーファンド⽅式を採⽤し、「⽶国ハイ・インカムBDC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。

2 マザーファンドの運⽤にあたっては、アドバイザリー・リサーチ・インクに運⽤の指図に関する権限の
⼀部を委託します。
BDCへの投資に精通した、アドバイザリー・リサーチ・インクが実質的な運⽤を⾏います。

3 実質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。

4 「毎⽉決算型」と「年１回決算型」の２つのファンドからご選択いただけます。
「毎⽉決算型」は毎⽉（原則12⽇、休業⽇の場合は翌営業⽇）、「年１回決算型」は年１回（原則11⽉12⽇、休業⽇の場合は翌営業

⽇）決算を⾏います。
分配⾦額は分配⽅針に基づき委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払い

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。
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⽶国ハイ・インカム
BDCファンド

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

投
資
者
︵
受
益
者
︶

毎⽉決算型

年1回決算型

⽶国ハイ・インカム
BDCマザーファンド

＜運⽤会社＞
三井住友アセットマネジメント

⽶国の
BDC等

＜運⽤会社＞
三井住友アセットマネジメント

投資 投資

損益損益

申込⾦

分配⾦
解約⾦
償還⾦

ファンド マザーファンド

アドバイザリー・リサーチ・インクにマザーファンドの運⽤に関する権限の⼀部を委託します。

投資対象資産
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⽶国経済のダイナミズム（⼒強さ）の背景には、多様な投資スキームを通じた、投資マ
ネーの活⽤があるといわれています。
ＢＤＣは、⽶国リートと同様の投資スキームで、⽶国経済の下⽀え役である「中堅企業
等」の育成を⽬的とした「国策」ともいえる投資スキームです。
リーマンショック後、投融資額が増加基調となっているＢＤＣは、今後も着実な経済成
⻑が予想される⽶国において、さらなる成⻑が期待されています。

BDCとは

⽶国の投資スキーム（枠組み）のひとつである Business Development
Companies を略したもので、⽇本語では「事業開発会社」と訳されています。

銀⾏とは異なる企業形態で、中堅企業等向けに、融資や出資（株式の取得など）を⾏う
会社のことをさします。
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当ファンドが主要投資対象とするBDCは、主に⽶国の中堅企業等に投融資を⾏います。⽶国リートと同様のしくみで、収益の90%
以上を配当すること等で法⼈税の優遇措置を受けています。
⾃⼰資本⽐率や、投融資先1社あたりの投資⽐率に制限がある点などは、⽶国リートと異なります。

配当等

投資

利息・配当

配当等

投資 投資

賃料・
売買損益

投資家

⽶国リート

BDC 中堅企業等

不動産
物件等

投融資
（融資・出資等）

BDCと⽶国リートの類似点と相違点BDCと⽶国リートのしくみ

BDCは主に中堅企業等への投融資を⾏うのに対し、⽶国リートは不動産物
件への投資を⾏います。
市場規模・取引売買⾼が⼤きく異なります。

透明性の⾼い情報開⽰が⾏われます。
収益の90％以上を配当すること等で、法⼈税の優遇措置を受けています。
収益の⼤部分を配当とするため、配当利回りは⾼い傾向となります。
ほとんどが上場しており、⽇々の売買が可能です。

類
似
点

相
違
点

 上場BDCが破綻したことはありません。（2016年11⽉末時点）
 BDCは、⾃⼰資本⽐率が50％以上と相対的に⾼いことや、投融資先の分散が

図られています。
 BDCの不良債権⽐率は1.4％＊となっています。

（ご参考①）BDC制度のはじまり
 BDCは、⽶国で1980年に制定された中⼩企業育成のための法律「⼩規模事業

投資促進法」に基づき、その制度が始まりました。
 BDCは、銀⾏とは異なる企業形態（投資会社）で企業向けの融資や出資を⾏う

会社です。

（ご参考②）BDCの財務健全性

※上記はBDC、⽶国リートのしくみ等を理解していただくためのイメージであり、実際とは異なる場合があります。
※上記は過去の実績であり、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。

＊ウェルスファーゴBDC・インデックス（配当込み）構成⽐率上位10銘柄（2016年11⽉末時点）の
2015年12⽉末時点の不良債権⽐率の平均値。

（注1）時価総額は2016年11⽉末時点。⽉次売買⾼は2015年12⽉〜2016年11⽉の平均値。
1⽶ドル=114.13円で換算。

（注2）BDCはウェルスファーゴBDC・インデックス、⽶国リートはFTSE/NAREIT株式・インデックスを使⽤。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

時価総額 BDC： 323億⽶ドル (3.7兆円) ⽶国リート ： 8,159億⽶ドル (93.1兆円)
⽉次売買⾼ BDC： 7.9億⽶ドル (0.1兆円) ⽶国リート ： 350.5億⽶ドル (4.0兆円)
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BDC市場は、リーマンショック以降⼤きく拡⼤しました。今後も、⽶国経済の成⻑に伴って、BDC市場の拡⼤が継続すると期待されます。
⽶国を代表する企業の中にも、創業間もない時期に、BDCからの投融資に⽀えられて成⻑した企業が数多く存在します。
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（注）データは2008年〜2016年の各年末時点。ただし2016年は9⽉末時点。
（出所）アドバイザリー・リサーチ・インクのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成
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※上記は例⽰を⽬的とするものであり、個別銘柄を推奨するものではありません。

ツイッター

ユーチューブ

ファストメド・
アージェント・ケア

USアネスセジア・
パートナーズ

 情報技術

サンドリッジ・
エナジー

プラグ・パワー

BDCに⽀えられ成⻑した企業の⼀例BDC市場の拡⼤

（ご参考）再び注⽬を集める中堅企業等向け投融資
リーマンショック以降、景気拡⼤に伴い、中堅企業等の更なる資⾦需要が予想され
ており、BDCのビジネスチャンス拡⼤が期待されます。

（年）

（出所）アドバイザリー・リサーチ・インクのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

 エネルギー  ヘルスケア

今後の成⻑が期待されるセクターへ積極的に投融資を実施しています。

※上記は過去の実績であり、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。
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BDCは、相対的に⾼い利回り⽔準が期待されます。
BDCの相対的に⾼い配当利回りを積み上げることで、中⻑期的には良好なパフォーマンスが期待されます。

※上記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。

（注1）左グラフのデータは2016年11⽉末時点。右グラフのデータは2004年9⽉末〜2016年11⽉末。
（注2）BDCはウェルスファーゴBDC・インデックス、⽶国ハイイールド社債はBofAメリルリンチ⽶国ハイイールドマスターⅡインデックス、新興国社債はJPモルガン CEMBI ブロード・ダイバーシファイド・インデックス、⽶国リー

トはFTSE/NAREIT株式・インデックス、先進国投資適格社債はブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・コーポレート・インデックス、⽶国国債はシティ⽶国国債インデックスを使⽤。
（注3）BDC、⽶国リートの利回りは配当利回り。⽶国ハイイールド社債、新興国社債、先進国投資適格社債の利回りは期限前償還考慮後。⽶国国債は最終利回り。
（注4）⽶国ハイイールド社債の格付けは、指数の平均格付けを記載。新興国社債、先進国投資適格社債の平均格付けは、各指数の平均格付けの内、上位のものを記載。⽶国国債は⾃国通貨建て⻑期格付

けの内、上位のものを記載。
（出所）Bloomberg、JPモルガン、FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

BDC投資による収益（⽶ドルベース）各資産の利回り

⽶国
ハイイールド

社債
新興国
社債 ⽶国国債

先進国
投資適格

社債
BDC

平均
格付け B+ A－ AAA― BBB

トータル
リターンの
⼤部分は
配当収益

BDCは投資先の破綻リスク等を考慮した上で、貸出⾦利を相対的に⾼く設定しているため、
利回りが⾼くなる傾向にあります。

（ご参考）BDCの利回りが相対的に⾼い理由
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※上記はBDCに関連する資⾦等の流れを理解していただくためのイメージです。実際とは異なる場合が
あります。

※上記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。

BDC

中堅企業等 銀⾏、
SBA*等

借⼊貸出

主に、固定⾦利
（例えば、10年固定⾦利+α）

主に、変動⾦利
（例えば、Libor+α）

（注1）データは2006年11⽉末〜2016年11⽉末。BDCは2006年11⽉末を100として指数化。
（注2）BDCはウェルスファーゴBDC・インデックス（配当込み）、⽶国株式はS&P500指数（配当込

み）、⽶国リートはFTSE/NAREIT株式・インデックス（配当込み）、⽶国国債はシティ⽶国
国債インデックスを使⽤。

（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

<10年国債利回りの上昇時における各資産の騰落率>
局⾯①<2008年12⽉末〜2009年12⽉末> 局⾯②<2012年7⽉末〜2013年12⽉末>

資産

融資など

その他

負債

借⼊など

⾃⼰資本

局⾯① 局⾯②

BDCのバランスシートと収益構造 BDCの⾦利上昇局⾯での推移

⽀払
利息

受取
利息

受取利息増加
（貸出⾦利上昇）

⾦
利
上
昇
局
⾯

⽀払利息不変
（借⼊⾦利不変）

＜

収益増加
（年/⽉）

＊SBAは⽶国
中⼩企業庁

（ご注意）逆に⾦利低下局⾯では、BDCの収益圧迫要因になります。

景気拡⼤局⾯においては、⼀般的に⾦利が上昇する傾向にあります。BDCは、固定⾦利で借⼊を⾏い、変動⾦利で中堅企業等に融
資を⾏うケースが多いため、⾦利上昇局⾯においては収益の拡⼤が期待され、景気拡⼤局⾯に強い資産と考えられています。
過去の⾦利上昇時においても、BDCは他の資産よりも相対的に⾼いリターンとなっていました。

77

0

2

4

6

8

0

50

100

150

200

06/11 08/11 10/11 12/11 14/11 16/11

（％）（ポイント）

BDC（左軸） ⽶国10年国債利回り（右軸） ⽶国政策⾦利（右軸）

‐4

28

26

43

⽶国国債

⽶国リート

⽶国株式

BDC

単位：％ ‐3

5

38

29

⽶国国債

⽶国リート

⽶国株式

BDC

単位：％



販売⽤資料

この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。
必ずご確認ください。

⽶国株 ⽶国リート ⽶国ハイイールド社債 BDC
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BDCはリーマンショック時に下落しましたが、その後の回復幅は相対的に⼤きくなっています。
BDCのリスク（⽉次リターンの標準偏差）は、⽶国リートと同⽔準となっています。

（B）リスク：⽉次リターン標準偏差（年率換算）

※上記は過去の実績であり、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。

（注1）（A）、（B）のデータは2004年9⽉末〜2016年11⽉末。（C）のデータは2009年1⽉末〜2016年11⽉末。いずれも⽶ドルベース。
（注2）⽶国リートはFTSE/NAREIT株式・インデックス、⽶国株はS&P500指数、⽶国ハイイールド社債はBofAメリルリンチ⽶国ハイイールドマスターⅡインデックス、BDCはウェルスファーゴBDC・インデックス。

いずれも配当込みベースを使⽤。
（出所）Bloomberg、FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

（A）パフォーマンス⽐較 （C）リーマンショック以降の回復期のパフォーマンス
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各資産のリターンとリスク（⽶ドルベース）

（注1）データは2006年11⽉末〜2016年11⽉末。
（注2）価格変動リスクは各資産の2006年12⽉〜2016年11⽉の⽉次騰落率の標準偏差を年率換算して算出。
（注3）⽶国国債はシティ⽶国国債インデックス、新興国社債はJPモルガン CEMBI Broad Diversified Index、⽶

国ハイイールド社債はBofAメリルリンチ⽶国ハイイールドマスターⅡインデックス、⽶国株式はS&P500指数（配
当込み）、BDCはウェルスファーゴBDC・インデックス（配当込み）、⽶国リートはFTSE/NAREIT株式・イン
デックス（配当込み）を使⽤。

（注4）最⼤下落率の期間は、⽶国国債：2009年1⽉〜2009年6⽉、新興国社債：2008年6⽉〜2008年10
⽉、⽶国ハイイールド社債：2007年6⽉〜2008年11⽉、⽶国株式：2007年11⽉〜2009年2⽉、
BDC：2007年6⽉〜2009年2⽉、⽶国リート：2007年2⽉〜2009年2⽉。

（出所）Bloomberg、JPモルガンのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

最⼤
下落率 -24％ -33％ -68％-4％ -51％ -73％

⽶国リート、MLP、BDCの市場規模推移

BDCは中⻑期的には良好なパフォーマンスが期待されるものの、株式よりも価格変動リスクが⾼くリートと同⽔準となっています。
BDCの市場規模は、現状ではほかの資産と⽐較して⼩さいものの、今後の拡⼤が期待されます。

1995 2005 2015

7.4% 4.6% 3.9%

6.4% 8.4%

10.5%

499億⽶ドル 3,015億⽶ドル 8,865億⽶ドル

595億⽶ドル 2,481億⽶ドル

290億⽶ドル

⽶国リート

MLP

BDC

時価総額
配当利回り

※上記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。

（注1）時価総額、配当利回りは各年末時点。
（注2）⽶国リートはFTSE/NAREIT株式・インデックス、MLPはアレリアンMLP・インデックス、BDCはウェルス

ファーゴBDC・インデックスを使⽤。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

成⻑の背景

不動産市場
の拡⼤

シェールガス
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BDCの価格変動リスクは⽶国株
式よりも⾼く、⽶国リートと同⽔準
です。

リターン（年率）
価格変動リスク（年率）
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⽶国では、年商が1,000万⽶ドルから10億⽶ドルの中堅企業のことをミドルマーケットと呼んでおり、ミドルマーケットの経済規模は⽇本の
GDPを凌ぐと試算されています。
BDCはミドルマーケットへの投融資を専⾨としています。

ミドルマーケットの売上規模は⽇本のGDPを凌ぐ ミドルマーケットは⽶国の経済成⻑をけん引

（注）データは2015年。⽶国ミドルマーケットは売上総額。
（出所）アドバイザリー・リサーチ・インク、National Center for the Middle Marketのデータを基に三

井住友アセットマネジメント作成
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（％）

（年/⽉）

ミドルマーケット売上成⻑率
⽶国GDP成⻑率

（注）データは2012年第1四半期〜2016年第3四半期。
（出所）アドバイザリー・リサーチ・インク、Bloomberg、National Center for the Middle Marketの

データを基に三井住友アセットマネジメント作成

※上記は過去の実績であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。
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株価とリターンの推移

最⼤級のBDCです。担保付融資の⽐率が⾼く、投融資
先企業の業種も分散されており、安定した運営を⾏って
います。特にスタートアップの成⻑企業や、インフラ関連の
プロジェクトを⾏う企業を投融資のターゲットとしています。
〔投融資例:インターアクションズ・コーポレーション〕
AI・⼈⼯知能関連企業で、コールセンター⽤の⾃動⾳声
認識（ASR）アプリケーション開発会社。

融資のみを⾏うBDCです。成⻑企業を査定するノウハウ
を⽣かして融資先を厳選し、業種分散も図るなど、保守
的な運営を⾏っています。また、⼤半の融資は担保付と
なっています。
〔投融資例：クリニカル・インク〕
ヘルスケア関連の企業で、医療検査において、データ管
理・分析、データ開⽰をすべてネットで⾏う技術を開発して
います。

テクノロジー関連企業への投融資に特化したBDCです。
ただし、持続可能エネルギー関連、⽣命科学、ヘルスケ
ア、IT関連など、幅広いテクノロジー分野に分散して投
融資を⾏うことで、リスク分散を図っています。
〔投融資例：パーシモン・テクノロジーズ〕
ロボティクス関連企業で、液晶パネルや太陽電池業界
等に向けて、真空状態で使える産業⽤ロボットを提供し
ています。

（注）時価総額は2016年11⽉末時点。1⽶ドル=114.13円で換算。トータルリターンは税引前配当⾦再投資ベース。予想配当利回りは2016年11⽉末時点、Bloomberg予想。
（出所）アドバイザリー・リサーチ・インク、Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜2011年11⽉末〜2016年11⽉末＞（ポイント）

（年/⽉）

＜2011年11⽉末〜2016年11⽉末＞（ポイント）

（年/⽉）

＜2011年11⽉末〜2016年11⽉末＞（ポイント）

（年/⽉）

エイリス・キャピタル
（時価総額 5,747億円）

ソーラー・キャピタル
（時価総額 976億円）

ハーキュリーズ・キャピタル
（時価総額 1,203億円）

株価とリターンの推移 株価とリターンの推移
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9.1％

※2011年11⽉末を100として指数化

※上記は2016年11⽉末現在の組⼊銘柄であり、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。
※上記データは過去の実績であり、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。
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（注）BDCはウェルスファーゴBDC・インデックス（配当込み）を使⽤。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜株価純資産倍率（PBR）の推移＞

（ご参考）BDCの各種指標の推移

ゴールドマン・サックス・グループのBDCです。ゴールドマ
ン・サックスが保有する中堅企業等調査分析のノウハ
ウを活⽤して投融資を⾏っています。投融資先の主要
パートナーとして関係を築き、アドバイスを⾏っています。

インターネット・ソフトウェア関連企業で、コンテンツにアク
セスしようとしているユーザーに、効率的に配信する仕組
みを提供しています。

（ポイント）

（年/⽉）

他社と⽐較すると、株式投資の⽐率が相対的に⾼い
BDCです。また、融資についても、約半分程度が劣後
融資となっており、全体的には株式投資のリスクに近い
投融資が中⼼です。

サイバーセキュリティー関連企業で、サイバー・セキュリ
ティー、ウィルス対策・リカバリーなどについて最新の技術を
提供しています。

（注）時価総額は2016年11⽉末時点。1⽶ドル=114.13円で換算。トータルリターンは税引前配当⾦再投資ベース。予想配当利回りは
2016年11⽉末時点、Bloomberg予想。

（出所）アドバイザリー・リサーチ・インク、Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜2015年3⽉17⽇〜2016年11⽉末＞

ゴールドマン・サックスBDC
（時価総額 954億円）

キャピタラ・ファイナンス
（時価総額 225億円）

株価とリターンの推移株価とリターンの推移 株価とリターンの推移株価とリターンの推移

※上記は2016年11⽉末現在の組⼊銘柄であり、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。
※上記データは過去の実績であり、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。

＜1株当たり利益（EPS）の推移＞

＜2011年11⽉末〜2016年11⽉末＞

〔投融資例：ハイウィンズ・キャピタル〕 〔投融資例：マーリン・インターナショナル〕
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第1〜第33期 第34期 第35期 第36期
- 2016年9⽉ 2016年10⽉ 2016年11⽉

分配⾦ 2,280円 70円 70円 70円 2,490円
（対前期末基準価額対⽐） (22.8%) (0.9%) (0.9%) (0.9%) (24.9%)

騰落率
（税引前分配金再投資ベース）

決算期 設定来累計額
2016/11/30時点

2.5% 2.0% 0.4% 3.7% 16.0%
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0

30

60

（億円）

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

13/11 14/5 14/11 15/5 15/11 16/5 16/11

（円）
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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）

1313

毎⽉決算型 年1回決算型

（注1）データは2013年11⽉29⽇（設定⽇）〜2016年11⽉30⽇。表の基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額、純資産総額は2016年11⽉30⽇現在。
（注2）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3）分配⾦は1万⼝当たり、税引前。毎⽉決算型は第3期決算（2014年2⽉12⽇）より分配を開始しています。年1回決算型は2016年11⽉末現在において分配を⾏っておりません。
（注4）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5）「対前期末基準価額⽐率」は、各期の分配⾦（税引前）の前期末基準価額（分配⾦お⽀払い後）に対する⽐率で、当ファンドの収益率とは異なります。第1~33期と設定来累計の欄は、それぞれの分配⾦累計（税引

前）の設定時10,000円に対する⽐率です。「騰落率」は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。また、騰落率は設定来累計を除き、期中騰落率を記載しています。
※上記は過去の実績であり、将来の成果および分配をお約束するものではありません。分配⾦額は委託会社が収益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21ページおよび各ファンドの投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

基準価額 純資産総額
11,588円 約4.8億円

基準価額 税引前分配⾦再投資基準価額 純資産総額
8,859円 11,603円 約27.0億円
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アドバイザリー・リサーチ・インクは⽶国シカゴを拠点とする運⽤会社です。
株式バリュー運⽤のスペシャリストとして様々なグローバル株式の運⽤戦略を提供しています。
運⽤資産額は84億⽶ドル（約8,520億円）です。

＊2016年9⽉末時点。1⽶ドル=101.43円で換算。

1974年に独⽴系資産運⽤会社として設⽴されました。 2010年、NY上場の総合⾦融機
関パイパー・ジェフリーの傘下に⼊りました。（パイパー・ジェフリーの100%⼦会社です。）
BDCについては2008年より投資対象として、好配当株ポートフォリオ・マネジメントのチーム

が運⽤・調査しています。
（出所）アドバイザリー・リサーチ・インク、Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

アドバイザリー・リサーチ・インク(ARI）について

1414
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ステップ1
BDC投資ユニバースの策定

60銘柄程度

ステップ2
企業財務分析（特にダウンサイドリスクの抑制を狙う）

40-50 銘柄程度

ステップ3
ビジネス分析（潜在成⻑⼒の⾒極め）

30-40 銘柄程度

ステップ4
ポートフォリオ構築
20-30銘柄程度

BDCユニバースの策定
データベースによるスクリーニングを⾏い⽶国上場のBDC
銘柄ユニバースを作成

定量的な財務分析により、企業リスクを⾒極める。
ダウンサイドリスクの抑制の観点より銘柄を評価。
●資産・負債分析
●流動性分析
●収益性分析
●バリュエーション分析

企業成⻑・株価上昇の潜在性を⾒極める。
●企業訪問・経営陣への取材
●ビジネスプラン分析
●競合他社との⽐較
●経営の効率性分析

組⼊銘柄・投資⽐率の決定およびポートフォリオ構築
●銘柄の分散を図る
●銘柄の流動性を考慮

※上記の運⽤プロセスは2016年11⽉末現在のものであり、将来変更される可能性があります。
（出所）アドバイザリー・リサーチ・インクの資料を基に三井住友アセットマネジメント作成

1515
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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。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。
 価格変動リスク
株式市場リスク…株式の価格の下落は、基準価額の下落要因です
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況、
これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や⼤幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が⼤きく下
落し、基準価額が⼤きく下落する要因となります。

BDCの価格変動リスク…BDCの価格の下落は、基準価額の下落要因です
BDCは、主に中堅企業等（未公開を含む）への融資や当該企業等が発⾏する株式への投資等の投資事業から得られる利益等を収益源としており、BDCの価格は、投資事業を取り巻く
環境や⾦利変動等の影響を受けて変動します。BDCが中堅企業等に融資を⾏っている場合、利息等の⽀払いに影響を及ぼす借⼊企業の事業活動や財務状況の変化等によって、また、
BDCが中堅企業等の発⾏する株式に投資を⾏っている場合、その発⾏企業の事業活動や財務状況およびこれらに対する外部的評価の変化等によって、BDCの価格は変動します。ファンド
が保有するBDCの価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信⽤リスク…債務不履⾏の発⽣等は、基準価額の下落要因です
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

 為替変動リスク…円⾼は基準価額の下落要因です
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。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、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

 カントリーリスク…投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です
海外に投資を⾏う場合には、投資する有価証券の発⾏者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資⾦の回収が困難になるこ
とや、その影響により投資する有価証券の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

 市場流動性リスク…市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です
ファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
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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。

 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、および既に受け付けた換⾦申込み
を取り消すことがあります。
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毎⽉分配型
■毎⽉12⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配を⾏います。
■分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。
※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。

年1回決算型
■年1回（原則として毎年11⽉12⽇。休業⽇の場合は翌営業⽇）決算を⾏い、分配⾦額を決定します。
■分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。
※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。

年１回決算型は複利効果による信託財産の成⻑を優先するため、分配を極⼒抑制します。（基準価額⽔準、市況動向等によっては変
更する場合があります。）

毎⽉決算型は計算期間中の基準価額の変動にかかわらず継続的な分配を⽬指します。このため、計算期間中の基準価額の上昇分を上
回る分配を⾏う場合があります。分配⾦額は運⽤状況等により変動することがあります。
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前期決算日

＊分配対象額500円

当期決算日
分配前

＊50円を取崩し

10,550円

10,500円

10,450円

分配金
100円
分配金
100円

＊50円

期中収益
（①＋②）50円

＊500円
（③＋④） ＊450円

（③＋④）

当期決算日
分配後

＊分配対象額450円

10,450円

前期決算日

＊分配対象額500円

当期決算日
分配前

＊80円を取崩し

10,400円
10,500円

＊80円

配当等収益
①20円＊500円

（③＋④）

＊420円
（③＋④）

＊80円

配当等収益
①20円＊500円

（③＋④）

＊420円
（③＋④）

当期決算日
分配後

＊分配対象額420円

分配金
100円
分配金
100円

10,300円

ファンドの純資産

分配⾦ 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。

（注）分配対象額は、①経費控除後
の配当等収益および②経費控
除後の評価益を含む売買益なら
びに③分配準備積⽴⾦および
④収益調整⾦です。分配⾦は、
分配⽅針に基づき、分配対象額
から⽀払われます。

※左記はイメージであり、実際の分配
⾦額や基準価額を⽰唆するものでは
ありませんのでご留意ください。

【計算期間中に発⽣した収益を超えて⽀払われる場合】
（前期決算⽇から基準価額が上昇した場合） （前期決算⽇から基準価額が下落した場合）

【ファンドで分配⾦が⽀払われるイメージ】

 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。

（分配⾦の⼀部が元本の⼀部払戻しに相当する場合） （分配⾦の全部が元本の⼀部払戻しに相当する場合）

投資者の
購⼊価額

（当初個別元本）

元本払戻⾦
（特別分配⾦）

普通分配⾦：個別元本（投資者のファンドの購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）：個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

（注）普通分配⾦に対する課税については、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の「⼿続・⼿数料等」の「ファンドの費⽤・税⾦」をご参照ください。

※元本払戻⾦（特別分配⾦）は実質的
に元本の⼀部払戻しとみなされ、その⾦
額だけ個別元本が減少します。
また、元本払戻⾦（特別分配⾦）部
分は⾮課税扱いとなります。

分配金支払後
基準価額

個別元本

投資者の
購⼊価額

（当初個別元本）

普通分配⾦
元本払戻⾦

（特別分配⾦）
分配金支払後

基準価額

個別元本
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購 ⼊ ・ 換 ⾦ の
申 込 受 付 ⽇ 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。

購 ⼊ 単 位 販売会社または委託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となります。

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7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。

決 算 お よ び 分 配
（毎⽉決算型） 毎⽉12⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配⽅針に基づき分配を⾏います。
（年1回決算型） 年1回（毎年11⽉12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⾦額を決定します。
※ 委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

信 託 期 間 2013年11⽉29⽇から2023年11⽉13⽇まで

繰 上 償 還 委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、各ファンドにつき残存⼝数が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。

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。ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い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。
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。
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 ファンドの費⽤
① 投資者が直接的に負担する費⽤

② 投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤

※ 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

購 ⼊ 時 ⼿ 数 料 購⼊価額に3.78％（税抜き3.5％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める⼿数料率を乗じた額。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信 託 財 産 留 保 額 ありません。

運 ⽤ 管 理 費 ⽤
（ 信 託 報 酬 ） ファンドの純資産総額に年1.998％（税抜き1.85％）の率を乗じた額

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。

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。）

受 託 会 社 三菱UFJ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 委託会社にお問い合わせください。（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 アドバイザリー・リサーチ・インク（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。）
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販売会社名 登録番号 ⽇本証券業協会
⼀般社団法⼈

第⼆種⾦融商品
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
⾦融先物取引業

協会
備考

株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○

カブドットコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○

極東証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第65号 ○ ○ ※1

髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○

東洋証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第121号 ○

むさし証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第105号 ○ ○

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

※1：⽶国ハイ・インカムBDCファンド（毎⽉決算型）のみのお取扱いとなります。
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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。

ご不明な点は下記にお問い合わせください。
三井住友アセットマネジメント株式会社
<お客さま専⽤フリーダイヤル＞ 0120-88-2976 受付時間：営業⽇の午前9時〜午後5時
<ホームページ＞ http://www.smam-jp.com

作成基準⽇：2016年11⽉末


