ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド

お客さま向け資料
2021年3月

（愛称：アメリカン・ロイヤルロード）

ボルティモア・レター 第 8 号
当ファンドが実質的に用いる運用戦略のポイント
平素は、「ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド（愛称：アメリカン・ロイヤルロード）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、
厚く御礼申し上げます。
この度、当ファンドは「モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー 2020 国際株式型（特定地域） 部⾨」で優秀ファンド
賞を受賞致しました。本レポートでは、受賞のポイントにもなった当ファンドが実質的に用いる運用戦略（以下、当運用戦略）
のポイントについて改めてご紹介いたします。
今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド （愛称：アメリカン・ロイヤルロード）

モーニングスターアワード ファンド オブ ザ イヤー 2020
国際株式型（特定地域） 部⾨

優秀ファンド賞受賞
Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会
社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他⼀切の権利はモーニング
スター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引⽤することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独⾃の定量
分析、定性分析に基づき、2020年において各部⾨別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国際株式型（特定地域） 部⾨は、2020年12⽉末
において当該部⾨に属するファンド718本の中から選考されました。

当運用戦略のポイント
ー Point１ 長期 ー

70 年以上の運用実績
運用資産残高 13 兆円超
ー Point２ 信頼 ー

*

ー Point３ 実績 ー

相対的に良好な運用実績
* １米ドル＝104.695円（2021年1月末現在）で換算
・上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みください。 1
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ー Point１ 長期 ー

70年以上の運用実績

当運用戦略は、1950年4月にティー・ロウ・プライスの第一号ファンド*1として運用
開始されました（以下、代表ファンド）。創業者トーマス・ロウ・プライス Jr.の「成
長企業への投資モデルを個人投資家に提供したい」という信念が込められた運用
戦略です。
代表ファンドが属するモーニングスターの「米国大型グロース株式」カテゴリー（以
下、同カテゴリー）内で、運用年数が70年を超えるファンドは371ファンド中
10ファンド*2しかなく、あらゆる金融危機を乗り越えて長期で投資家のみなさま
に運用成果をお届けしてきた数少ない運用戦略です。
（写真）第一号ファンドの証書

ー Point２ 信頼 ー

運用資産残高

13兆円超

*3

2021年1月末時点で当運用戦略全体の運用資産残高は13兆円に達し、代表ファンドは、同カテゴリー内で運用年数が
70年を超える10ファンドの中で最大の運用資産を誇ります*2。
当運用戦略は、ティー・ロウ・プライスの運用資産残高約152兆円*4において1割弱を占める旗艦戦略であり、運用責任者兼
ポートフォリオ・マネジャーのジョゼフ・ファス率いる米国グロース株式運用チームは、平均運用経験年数20.7年*5、ティー・ロウ・プラ
イスにおける平均在籍年数14.9年*5と、経験豊富なメンバーで構成されており、極めて安定性が高いチームとなっています。さらに
世界最大規模の株式リサーチ部門と“協働”し、あらゆる業種の成長企業を調査・発掘します。

当運用戦略の運用資産残高*6
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203名の株式アナリスト*5
株式リサーチ部門

*1 「ティー・ロウ・プライス・グロース・ストック・ファンド」のことを指します。
*2 代表ファンドが属するモーニングスターの「米国大型グロース株式」カテゴリー内における集計です（2021年1月末現在）。分析ツールのモーニングスター・ダイレクトを用い
て集計しています。知的財産権はモーニングスターに帰属します。
*3 １米ドル＝104.695円（2021年1月末現在）で換算
*4 １米ドル＝103.245円（2020年12月末現在）で換算
*5 2020年12月末時点
*6 1980年12月末から1995年12月末については当ファンドが用いる運用戦略における米国籍代表ファンドの運用資産残高、1996年1月末以降は当運用戦略の運用
資産残高です。
・上記は、過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みください。 2
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ー Point３ 実績 ー

相対的に良好な運用実績

当運用戦略*1はパフォーマンスにおいても相対的に良好な運用実績を誇ります。代表ファンドが属する同カテゴリーと比較したとこ
ろ、以下のすべての期間において平均を上回る結果となりました。

期間別リターン（年率）の比較（2021年1月末時点）

（％）

30

21.5

25

17.7 17.5

20

当運用戦略
19.9

16.7

15

14.8

12.2

10

10.8

同カテゴリー平均

9.4

7.7

5
0

3年

5年

10年

15年

20年

出所：モーニングスター・ダイレクトのデータをもとにティー・ロウ・プライス作成
知的財産権はモーニングスターに帰属します。

（左下図）米国株式*2と比較すると、当運用戦略の過去20年間の年率リターンは2.2％上回っていることに加えて、投資
効率も高いことが分かります。
（右下図）市場の変動が激しく、見通しが立てづらい局面が続いた2020年の月次リターンに焦点を当ててみると、市場下落時
はおおむね下落幅を抑え、上昇時は米国株式を上回る傾向となりました。コロナショックによる大きな下落の後、テクノロジー企業
の躍進や世界各国の大規模経済対策、ワクチン開発進展などにより、恩恵を受ける業界や銘柄は常に入れ替わってきましたが、
そのような環境下でも運用開始時から受け継がれた投資哲学を貫くことで、結果として月次リターンでは米国株式を12回中10
回上回り、2020年のリターンも米国株式18.4％に対し当運用戦略は36.9％と、良好なパフォーマンスを残すことができま
した。70年以上にわたり、さまざまな危機を幾度も乗り越えてきた当運用戦略の投資哲学を今後も変えることなく運用を行ってま
いります。
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＊1 「当運用戦略」は、当ファンドが実質的に用いる戦略と同一の運用戦略で運用されている「ティー・ロウ・プライス・グロース・ストック・ファンド」の実績（信託報酬等費用控
除後、米ドルベース）を用いています。
＊2 「米国株式」は、S&P500インデックス（トータルリターン、米ドルベース）を用いています。
＊3 リスク（年率）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。
＊4 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。
・上記は、当ファンドが実質的に採用する運用戦略と同一の戦略で運用されている米国籍代表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。また、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。
「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みください。 3
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投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建て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、お客さま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。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずお読みください。 4
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当資料のご利⽤にあたっての注意事項
 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お客さま向け資料であり、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、将来事前の連絡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（外貨建て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、お客さま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、預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。また、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。

分配金の留意事項について

 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、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基
準価額が下落する要因となります。
 ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行う場合があります。
したがって、ファンドの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唆するものではありません。
 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算期末の基準価額は前期決算期末の基
準価額と比べて下落することになります。
 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の
一部払い戻しに相当する場合があります。

当資料で使用している指数について

 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。
「アメリカン・ロイヤルロード」は、ティー・ロウ・プライスの登録商標です。

委託会社、その他関係法人
委託会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行株式会社

販売会社

販売会社一覧をご覧ください。

ティー･ロウ･プライス・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3043号
加入協会︓ 一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 投資信託協会

販売会社一覧
お申込み、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。
加⼊協会

商号

登録番号

⽇本証券業
協会

株式会社みずほ銀⾏

登録⾦融機関

関東財務局⻑（登⾦）第６号

○

みずほ証券株式会社

⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第94号

○

⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈ ⼀般社団法⼈
⽇本投資顧問 ⾦融先物取引 第⼆種⾦融商
業協会
業協会
品取引業協会

○

○

○

○

○

※○印は加入を意味します。
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