
○ 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要
なものを記載した書面です。その他の内容については、運用
報告書（全体版）に記載しております。

○ 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交
付されます。書面での交付をご請求される方は、販売会社ま
でお問い合わせください。

○ 当ファンドは、信託約款において運用報告書（全体版）に記
載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めてお

ります。運用報告書（全体版）は、ティー・ロウ・プライ
ス・ジャパン株式会社のホームページにて閲覧・ダウンロー
ドいただけます。

＜「運用報告書（全体版）」の閲覧・ダウンロード方法＞
上記ホームページアドレスにアクセス ➡ 「ファンド情報」を
選択 ➡ 「ファンド一覧」表内の当ファンド名を選択 ➡ 「運
用報告書（全体版）」のリンクを選択

照会先
ホームページ troweprice.co.jp
電 話 番 号 03-6758-3840

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー

ティー・ロウ・プライス
世界厳選成長株式ファンド

Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）

追加型投信／内外／株式
＜Ａコース＞
第8期末（2023年3月15日） 第8期
基準価額 12,920円 騰落率 △3.8％
純資産総額 95,435百万円 分配金合計 0円
＜Ｂコース＞
第8期末（2023年3月15日） 第8期
基準価額 16,732円 騰落率 △5.3％
純資産総額 200,062百万円 分配金合計 0円
＜Ｃコース＞
第15期末（2023年3月15日） 第14期～第15期
基準価額 10,921円 騰落率 △3.7％
純資産総額 23,759百万円 分配金合計 220円
＜Ｄコース＞
第15期末（2023年3月15日） 第14期～第15期
基準価額 13,822円 騰落率 △5.3％
純資産総額 40,750百万円 分配金合計 420円

（注）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものと
みなして計算しており、小数点以下第2位を四捨五入して
います。

交付運用報告書
Ａコース

第 8 期（決算日 2023年 3 月15日）
Ｂコース
Ｃコース 第14期（決算日 2022年12月15日）

第15期（決算日 2023年 3 月15日）Ｄコース
作成対象期間：2022年9月16日～2023年3月15日

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げ
ます。
さて、「ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長
株式ファンド」は、このたび上記のとおり決算を
行いました。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じ
て、世界各国の株式（エマージング・マーケット
も含みます。）の中で、成長性が高いと判断され
る企業の株式を中心に投資を行います。
当作成期もこれに沿った運用を行ってまいりまし
たので、その運用状況等について、ご報告申し上
げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願
い申し上げます。
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

1.運用経過
Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
■基準価額等の推移（2022年9月16日～2023年3月15日）

（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により
課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注4）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。
（注5）当ファンドにはベンチマークはありません。参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引

前配当込み、現地通貨ベース）であり、投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

■基準価額の主な変動要因
（主なプラス要因）
・バーリントン・ストアーズ（米国、一般消費財・サービス）、ゼネラル・エレクトリック（米国、資
本財・サービス）、エアバス（フランス、資本財・サービス）などの組入銘柄の株価が上昇したこと。

（主なマイナス要因）
・アマゾン・ドット・コム（米国、一般消費財・サービス）、ウェスタン・アライアンス・バンコープ
（米国、金融）、チャールズ・シュワブ（米国、金融）などの組入銘柄の株価が下落したこと。
・為替ヘッジ・コストがマイナスに影響したこと。
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第7期末
（2022.9.15）

第8期末
（2023.3.15）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）純資産総額（右軸）

第 8 期 首： 13,430円
第 8 期 末： 12,920円
（既払分配金0円（税引前））
騰 落 率： △3.8％
（分配金再投資ベース）
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
■基準価額等の推移（2022年9月16日～2023年3月15日）

（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により
課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注4）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。
（注5）当ファンドにはベンチマークはありません。参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引

前配当込み、円ベース）であり、投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

■基準価額の主な変動要因
（主なプラス要因）
・バーリントン・ストアーズ（米国、一般消費財・サービス）、ゼネラル・エレクトリック（米国、資
本財・サービス）、エアバス（フランス、資本財・サービス）などの組入銘柄の株価が上昇したこと。

（主なマイナス要因）
・アマゾン・ドット・コム（米国、一般消費財・サービス）、ウェスタン・アライアンス・バンコープ
（米国、金融）、チャールズ・シュワブ（米国、金融）などの組入銘柄の株価が下落したこと。
・為替市場で外国通貨が円に対して下落したこと。
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第7期末
（2022.9.15）

第8期末
（2023.3.15）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）純資産総額（右軸）

第 8 期 首： 17,673円
第 8 期 末： 16,732円
（既払分配金0円（税引前））
騰 落 率： △5.3％
（分配金再投資ベース）
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
■基準価額等の推移（2022年9月16日～2023年3月15日）

（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により
課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注4）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。
（注5）当ファンドにはベンチマークはありません。参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引

前配当込み、現地通貨ベース）であり、投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

■基準価額の主な変動要因
（主なプラス要因）
・バーリントン・ストアーズ（米国、一般消費財・サービス）、ゼネラル・エレクトリック（米国、資
本財・サービス）、エアバス（フランス、資本財・サービス）などの組入銘柄の株価が上昇したこと。

（主なマイナス要因）
・アマゾン・ドット・コム（米国、一般消費財・サービス）、ウェスタン・アライアンス・バンコープ
（米国、金融）、チャールズ・シュワブ（米国、金融）などの組入銘柄の株価が下落したこと。
・為替ヘッジ・コストがマイナスに影響したこと。
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第15期末
（2023.3.15）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）純資産総額（右軸）

第14期首： 11,574円
第15期末： 10,921円
（既払分配金220円（税引前））
騰 落 率： △3.7％
（分配金再投資ベース）
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）
■基準価額等の推移（2022年9月16日～2023年3月15日）

（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により
課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注4）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。
（注5）当ファンドにはベンチマークはありません。参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引

前配当込み、円ベース）であり、投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

■基準価額の主な変動要因
（主なプラス要因）
・バーリントン・ストアーズ（米国、一般消費財・サービス）、ゼネラル・エレクトリック（米国、資
本財・サービス）、エアバス（フランス、資本財・サービス）などの組入銘柄の株価が上昇したこと。

（主なマイナス要因）
・アマゾン・ドット・コム（米国、一般消費財・サービス）、ウェスタン・アライアンス・バンコープ
（米国、金融）、チャールズ・シュワブ（米国、金融）などの組入銘柄の株価が下落したこと。
・為替市場で外国通貨が円に対して下落したこと。

4,000

7,000

10,000

13,000

16,000

19,000

22,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

第13期末
（2022.9.15） （2022.12.15）

第15期末
（2023.3.15）

（円） （億円）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）純資産総額（右軸）

第14期首： 15,042円
第15期末： 13,822円
（既払分配金420円（税引前））
騰 落 率： △5.3％
（分配金再投資ベース）
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
■1万口当たりの費用明細

項目

当期

項目の概要（2022年9月16日
～2023年3月15日）
金額 比率

(ａ) 信託報酬 108円 0.835％ (ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は12,887円です。

（投信会社） (  53) (0.409) 投信会社分は、ファンド運用の指図、基準価額の算出等の対価
（販売会社） (  53) (0.409) 販売会社分は、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
（受託銀行） (    2) (0.016) 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の対

価
(ｂ) 売買委託手数料 6 0.047 (ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数

売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式） (    6) (0.046)
（投資信託証券） (    0) (0.000)

(ｃ) 有価証券取引税 0 0.000 (ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（株式） (    0) (0.000)
(ｄ) その他費用 4 0.031 (ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（保管費用） (    1) (0.009) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および
資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用・印刷費用等） (    3) (0.022) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や有価証券届出書、目論
見書、運用報告書等の作成に係る費用、その他信託事務の処理等に要す
る諸費用等

合計 118 0.913
（注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法によ

り算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザー
ファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注2）金額欄は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注3）比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
（参考情報）
■総経費率
　期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当た
り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.73％です。

（注1）1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異な

ります。

総経費率
1.73％

運用管理費用
（投信会社）
0.82％

運用管理費用
（販売会社）
0.82％

運用管理費用
（受託銀行）
0.03％

その他費用
0.06％
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
■1万口当たりの費用明細

項目

当期

項目の概要（2022年9月16日
～2023年3月15日）
金額 比率

(ａ) 信託報酬 140円 0.835％ (ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は16,780円です。

（投信会社） (  69) (0.409) 投信会社分は、ファンド運用の指図、基準価額の算出等の対価
（販売会社） (  69) (0.409) 販売会社分は、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
（受託銀行） (    3) (0.016) 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の対

価
(ｂ) 売買委託手数料 8 0.047 (ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数

売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式） (    8) (0.047)
（投資信託証券） (    0) (0.000)

(ｃ) 有価証券取引税 0 0.000 (ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（株式） (    0) (0.000)
(ｄ) その他費用 5 0.030 (ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（保管費用） (    1) (0.009) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および
資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用・印刷費用等） (    3) (0.021) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や有価証券届出書、目論
見書、運用報告書等の作成に係る費用、その他信託事務の処理等に要す
る諸費用等

合計 153 0.912
（注1）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法によ

り算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザー
ファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注2）金額欄は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注3）比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
（参考情報）
■総経費率
　期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当た
り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.73％です。

（注1）1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異な

ります。

総経費率
1.73％

運用管理費用
（投信会社）
0.82％

運用管理費用
（販売会社）
0.82％

運用管理費用
（受託銀行）
0.03％

その他費用
0.06％
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
■1万口当たりの費用明細

項目

第14期～第15期

項目の概要（2022年9月16日
～2023年3月15日）
金額 比率

(ａ) 信託報酬 92円 0.835％ (ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は11,049円です。

（投信会社） (  45) (0.409) 投信会社分は、ファンド運用の指図、基準価額の算出等の対価
（販売会社） (  45) (0.409) 販売会社分は、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
（受託銀行） (    2) (0.016) 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の対

価
(ｂ) 売買委託手数料 5 0.047 (ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数

売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式） (    5) (0.046)
（投資信託証券） (    0) (0.000)

(ｃ) 有価証券取引税 0 0.000 (ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（株式） (    0) (0.000)
(ｄ) その他費用 4 0.033 (ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（保管費用） (    1) (0.009) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および
資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用・印刷費用等） (    3) (0.023) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や有価証券届出書、目論
見書、運用報告書等の作成に係る費用、その他信託事務の処理等に要す
る諸費用等

合計 101 0.915
（注1）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法

により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマ
ザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注2）金額欄は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注3）比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
（参考情報）
■総経費率
　作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当
たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.74％です。

（注1）1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異な

ります。

総経費率
1.74％

運用管理費用
（投信会社）
0.82％

運用管理費用
（販売会社）
0.82％

運用管理費用
（受託銀行）
0.03％

その他費用
0.07％
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）
■1万口当たりの費用明細

項目

第14期～第15期

項目の概要（2022年9月16日
～2023年3月15日）
金額 比率

(ａ) 信託報酬 118円 0.835％ (ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は14,178円です。

（投信会社） (  58) (0.409) 投信会社分は、ファンド運用の指図、基準価額の算出等の対価
（販売会社） (  58) (0.409) 販売会社分は、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
（受託銀行） (    2) (0.016) 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの運用指図の実行等の対

価
(ｂ) 売買委託手数料 7 0.047 (ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数

売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
（株式） (    7) (0.047)
（投資信託証券） (    0) (0.000)

(ｃ) 有価証券取引税 0 0.000 (ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（株式） (    0) (0.000)
(ｄ) その他費用 5 0.032 (ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（保管費用） (    1) (0.009) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および
資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用・印刷費用等） (    3) (0.023) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用や有価証券届出書、目論
見書、運用報告書等の作成に係る費用、その他信託事務の処理等に要す
る諸費用等

合計 130 0.914
（注1）作成期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法

により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマ
ザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

（注2）金額欄は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注3）比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）
（参考情報）
■総経費率
　作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当
たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.73％です。

（注1）1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異な

ります。

総経費率
1.73％

運用管理費用
（投信会社）
0.82％

運用管理費用
（販売会社）
0.82％

運用管理費用
（受託銀行）
0.03％

その他費用
0.06％
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
■最近5年間の基準価額等の推移

（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により
課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）当ファンドの設定日は2019年5月28日です。
（注4）参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、現地通貨ベース）であり、投資

対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

2019年5月28日
（設定日）

2020年3月16日
決算日

2021年3月15日
決算日

2022年3月15日
決算日

2023年3月15日
決算日

基準価額（分配落）  （円） 10,000 9,607 17,221 14,761 12,920

期間分配金合計（税引前）  （円） － 0 0 0 0

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － △3.9 79.3 △14.3 △12.5

参考指数騰落率  （％） － △8.0 49.1 1.7 △  1.8

純資産総額  （百万円） 15,277 39,849 116,214 113,417 95,435
（注）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。

（円）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（億円）

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000

（2019.5.28）（2020.3.16） （2021.3.15） （2022.3.15） （2023.3.15）

（2018.3.15～2023.3.15）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）純資産総額（右軸）
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
■最近5年間の基準価額等の推移

（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により
課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）当ファンドの設定日は2019年5月28日です。
（注4）参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、円ベース）であり、投資対象資

産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

2019年5月28日
（設定日）

2020年3月16日
決算日

2021年3月15日
決算日

2022年3月15日
決算日

2023年3月15日
決算日

基準価額（分配落）  （円） 10,000 9,408 17,711 16,175 16,732

期間分配金合計（税引前）  （円） － 0 0 0 0

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － △  5.9 88.3 △8.7 3.4

参考指数騰落率  （％） － △10.8 55.7 7.9 9.6

純資産総額  （百万円） 34,411 78,035 167,507 191,266 200,062
（注）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。

（円）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（億円）
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

（2019.5.28）（2020.3.16） （2021.3.15） （2022.3.15） （2023.3.15）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）純資産総額（右軸）

（2018.3.15～2023.3.15）
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
■最近5年間の基準価額等の推移

（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により
課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）当ファンドの設定日は2019年5月28日です。
（注4）参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、現地通貨ベース）であり、投資

対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

2019年5月28日
（設定日）

2020年3月16日
決算日

2021年3月15日
決算日

2022年3月15日
決算日

2023年3月15日
決算日

基準価額（分配落）  （円） 10,000 9,428 16,075 12,981 10,921

期間分配金合計（税引前）  （円） － 100 460 440 220

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － △3.9 79.2 △14.2 △12.4

参考指数騰落率  （％） － △8.0 49.1 1.7 △  1.8

純資産総額  （百万円） 4,673 10,919 34,484 31,275 23,759
（注）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。
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（2019.5.28）（2020.3.16） （2021.3.15） （2022.3.15） （2023.3.15）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）純資産総額（右軸）

（2018.3.15～2023.3.15）
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）
■最近5年間の基準価額等の推移

（注1）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。

（注2）分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により
課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

（注3）当ファンドの設定日は2019年5月28日です。
（注4）参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、円ベース）であり、投資対象資

産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

2019年5月28日
（設定日）

2020年3月16日
決算日

2021年3月15日
決算日

2022年3月15日
決算日

2023年3月15日
決算日

基準価額（分配落）  （円） 10,000 9,237 16,516 14,203 13,822

期間分配金合計（税引前）  （円） － 100 470 470 420

分配金再投資基準価額の騰落率 （％） － △  5.9 88.1 △8.6 3.4

参考指数騰落率  （％） － △10.8 55.7 7.9 9.6

純資産総額  （百万円） 9,997 23,047 46,125 46,239 40,750
（注）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入しています。

（円）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（億円）

0

240

480

720

960

1,200

（2019.5.28）（2020.3.16） （2021.3.15） （2022.3.15） （2023.3.15）

基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸） 参考指数（左軸）純資産総額（右軸）

（2018.3.15～2023.3.15）
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ａコース～Ｄコース共通
■投資環境
（株式市場）
　当作成期の世界株式市場は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（ＭＳＣＩ ＡＣ
ＷＩ：税引前配当込み、現地通貨ベース）でみて小幅に上昇しました。米国のインフレが高止まりする
なか、金融引き締めの長期化や景気後退が警戒されて、株式市場は下落して始まりました。しかし、そ
の後は欧米でのインフレのピークアウト観測や概ね良好な企業業績、中国のゼロコロナ政策の終了によ
る投資家心理の改善などが好感されて、市場は堅調に推移しました。ただし、作成期後半は、米国景気
の底堅さや労働市場のひっ迫、物価上昇圧力の根強さが再認識されて、早期の利上げ停止に対する期待
が後退し、株式市場は上げ幅を縮小しました。

（為替市場）
　為替市場では円高が進みました。海外各国でインフレのピークアウトや景況感の悪化が意識され、利
上げペースの減速や早期利下げ転換への期待が高まったほか、2022年12月の日銀の金融政策の一部修
正決定を受けて日本も金融引き締めに転換するとの見方が浮上したことから、内外の金利差縮小観測を
背景に、海外主要通貨が円に対して下落しました。

■ポートフォリオについて
　当ファンドはティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド（以下「マザーファンド」と
いいます。）への投資を通じて、世界各国の株式（エマージング・マーケット＊も含みます。）の中で、
成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的
に積極的な運用を目指す運用を行います。
　当ファンドは、ほぼ全額をマザーファンド受益証券に投資しました。また、Ａコース／Ｃコースでは
対円での為替ヘッジを行うことで、為替変動リスクの低減を図りました。
＊エマージング・マーケットとは、経済の発展段階にある国や地域の市場を指し、新興国市場とも呼ばれます。

＜マザーファンド＞
　銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ＊1」を重視した運用を行
います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライス＊2のアナリストによる独自の企業調査情
報を活用します。
＊1 ボトム・アップ・アプローチとは、アナリストの個別企業に対する調査や分析等に基づきその企業の投資価値を判断し、個別

銘柄を選択する運用手法です。
＊2 委託会社およびその関連会社をいいます。

　その結果、当作成期末における業種配分は、情報技術、ヘルスケア、金融、コミュニケーション・
サービスが上位となりました。
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

　個別銘柄では、バンク・オブ・アメリカ（米国、金融）、チャブ（米国、金融）、エレバンスヘルス
（米国、ヘルスケア）、カナディアン・パシフィック鉄道（カナダ、資本財・サービス）などの組入を
開始しました。一方で、チャールズ・シュワブ（米国、金融）、エアバス（フランス、資本財・サービ
ス）、バーリントン・ストアーズ（米国、一般消費財・サービス）などの組入を削減し、ＥＯＧリソー
シーズ（米国、エネルギー）などの組入を終了しました。

　株式の組入比率は当作成期間を通じて高い水準を維持しました。

マザーファンドの業種別組入比率
前作成期末（2022年9月15日） 当作成期末（2023年3月15日現在）

情報技術
19.7％

一般消費財・
サービス
16.9％

金融
15.3％

ヘルスケア
13.9％

コミュニケーション・
サービス
11.5％

資本財・サービス
7.3％

素材
4.4％

エネルギー
3.7％

生活必需品
2.0％

不動産
1.4％

公益事業
0.8％ 現金等

3.0％

（注）ティー・ロウ・プライスは、業種分類の報告に世界産業分類基準（ＧＩＣＳ）におけるセクターを使用しています。
世界産業分類基準（ＧＩＣＳ）は、MSCI Inc.（ＭＳＣＩ）およびStandard & Poor’s Financial Services LLC（Ｓ＆Ｐ）に
より開発された、ＭＳＣＩおよびＳ＆Ｐの独占的権利およびサービスマークであり、ティー・ロウ・プライスに対し、その
使用が許諾されたものです。ＭＳＣＩ、Ｓ＆Ｐ、およびＧＩＣＳまたはＧＩＣＳによる分類の作成または編纂に関与した第
三者のいずれも、かかる基準および分類（並びにこれらの使用から得られる結果）に関し、明示黙示を問わず、一切の表明
保証をなさず、これらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定目的へ
の適合性についての一切の保証を、ここに明示的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、ＭＳＣＩ、Ｓ＆Ｐ、
それらの関係会社、およびＧＩＣＳまたはＧＩＣＳによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合におい
ても、直接、間接、特別、懲罰的、派生的損害その他一切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の可能性を
通知されていた場合であっても、一切の責任を負うものではありません。

素材
3.5％

生活必需品
3.0％

不動産
1.0％

情報技術
28.4％

ヘルスケア
15.7％

金融
14.9％

一般消費財・サービス
8.7％

コミュニケーション・
サービス
10.2％

資本財・サービス
7.6％

エネルギー
4.4％

現金等
2.6％
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

■ベンチマークとの差異について
Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
　当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
　以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

（注1）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注2）参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、現地通貨ベース）であり、投資

対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
　当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
　以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

（注1）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注2）参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、円ベース）であり、投資対象資

産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

（％）

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

第8期
（2022.9.16～2023.3.15）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】

（％）

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

第8期
（2022.9.16～2023.3.15）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
　当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
　以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

（注1）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注2）参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、現地通貨ベース）であり、投資

対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）
　当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
　以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。

（注1）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注2）参考指数は、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引前配当込み、円ベース）であり、投資対象資

産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

（％）

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

第14期
（2022.9.16～2022.12.15）

第15期
（2022.12.16～2023.3.15）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】

（％）

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

第14期
（2022.9.16～2022.12.15）

第15期
（2022.12.16～2023.3.15）

基準価額
参考指数

【基準価額と参考指数の対比】
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ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド

Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
■分配金
　当期の分配金は、中長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。
なお、留保益につきましては信託財産内に留保し、元本部分と同一の運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目
当期

2022年9月16日
～2023年3月15日

当期分配金（税引前） －円
対基準価額比率 －％
当期の収益 －円
当期の収益以外 －円

翌期繰越分配対象額 6,634円
（注1）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金

（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンド

の収益率とは異なります。
（注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配

に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額で
す。

Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
■分配金
　当期の分配金は、中長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきました。
なお、留保益につきましては信託財産内に留保し、元本部分と同一の運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目
当期

2022年9月16日
～2023年3月15日

当期分配金（税引前） －円
対基準価額比率 －％
当期の収益 －円
当期の収益以外 －円

翌期繰越分配対象額 7,744円
（注1）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金

（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンド

の収益率とは異なります。
（注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配

に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額で
す。
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Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
■分配金
　当作成期の1万口当たり分配金（税引前）は、基準価額水準・市況動向等を勘案し、下記表中の分配
額とさせていただきました。なお、留保益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目
第14期 第15期

2022年9月16日
～2022年12月15日

2022年12月16日
～2023年3月15日

当期分配金（税引前） 110円 110円
対基準価額比率 0.976％ 0.997％
当期の収益 －円 －円
当期の収益以外 110円 110円

翌期繰越分配対象額 4,903円 4,793円
（注1）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金

（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンド

の収益率とは異なります。
（注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配

に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額で
す。

Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）
■分配金
　当作成期の1万口当たり分配金（税引前）は、基準価額水準・市況動向等を勘案し、下記表中の分配
額とさせていただきました。なお、留保益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目
第14期 第15期

2022年9月16日
～2022年12月15日

2022年12月16日
～2023年3月15日

当期分配金（税引前） 210円 210円
対基準価額比率 1.469％ 1.497％
当期の収益 －円 －円
当期の収益以外 210円 210円

翌期繰越分配対象額 5,501円 5,291円
（注1）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金

（税引前）」の額が一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンド

の収益率とは異なります。
（注3）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配

に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額で
す。
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2.今後の運用方針
　引き続き、マザーファンド受益証券にほぼ全額投資する方針です。また、Ａコース／Ｃコースでは対
円での為替ヘッジを行うことで、為替変動リスクの低減を図ります。

＜マザーファンド＞
　引き続き、世界各国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行い、信託
財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。規律あるファンダメンタルズ分析に
基づき、個別の成長要因を有する銘柄をボトムアップで発掘するアプローチを継続します。特定のスタ
イルに偏ることなく、持続的な成長が見込まれ、長期にわたり市場を上回るパフォーマンスが期待され
る優良企業を特定し、機動的に投資することに努めます。

3.お知らせ
　特にありません。
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4.当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式

信 託 期 間 原則として無期限（設定日：2019年5月28日）

運 用 方 針 信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。

主 要 投 資 対 象

ベ ビ ー フ ァ ン ド ※ 以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

ティー・ロウ・プライス 
世 界 厳 選 成 長 株 式
マ ザ ー フ ァ ン ド

世界各国の株式を主要投資対象とします。

運 用 方 法

主としてマザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式（エマージング・マーケット＊も含
みます。）の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行います。
＊エマージング・マーケットとは、経済の発展段階にある国や地域の市場を指し、新興国市場とも呼ばれま

す。

分 配 方 針

原則として毎計算期末（Ａコース／Ｂコースは毎年3月、9月の各15日。Ｃコース／Ｄコースは
毎年3月、6月、9月、12月の各15日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収
益と売買益（評価益を含みます。）等の中から基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金
額を決定します。なお、必ず分配を行うものではありません。

※ベビーファンドとは、ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）、
ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）、ティー・ロウ・プライス 世界
厳選成長株式ファンド Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）、ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド Ｄコー
ス（分配重視型・為替ヘッジなし）です。
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5.（参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較
Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）� 当ファンド　　　　　2020年5月～2023年2月

代表的な資産クラス　2018年3月～2023年2月

Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）� 当ファンド　　　　　2020年5月～2023年2月
代表的な資産クラス　2018年3月～2023年2月
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Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）� 当ファンド　　　　　2020年5月～2023年2月
代表的な資産クラス　2018年3月～2023年2月

Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）� 当ファンド　　　　　2020年5月～2023年2月
代表的な資産クラス　2018年3月～2023年2月
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（注1）すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注2）上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについ

て表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。なお、上記の騰落率は決算日
に対応した数値とは異なります。

（注3）当ファンドについては設定日以降のデータが5年に満たないため代表的な資産クラスとはデータの期間が異なります。

＊各資産クラスの指数
日本株……東証株価指数（ＴＯＰＩＸ（配当込み））
先進国株…ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株…ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
先進国債…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債…ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイ

ド（円ベース）

※各指数については後掲の＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞をご参照ください。
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。
※騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正

確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判
断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。
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6.当ファンドのデータ
Ａコース（資産成長型・為替ヘッジあり）
■当ファンドの組入資産の内容（2023年3月15日現在）
◆組入ファンド等� （組入ファンド数：1ファンド）

ファンド名 比率
ティー・ロウ・プライス�世界厳選成長株式マザーファンド 103.6％

（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注1）国・地域別配分は、発行国・地域を表示しております。
（注2）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注3）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

■純資産等

項目
第8期末

2023年3月15日
純資産総額 95,435,739,416円
受益権総口数 73,867,802,186口

1万口当たり基準価額 12,920円
（注）当期中における追加設定元本額は3,839,915,217円、同解約元本額は6,749,352,895円です。

親投資信託受益証券
103.6％

その他
△3.6％

◆資産別配分

日本
100％

◆国・地域別配分

日本円
100％

◆通貨別配分
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Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし）
■当ファンドの組入資産の内容（2023年3月15日現在）
◆組入ファンド等� （組入ファンド数：1ファンド）

ファンド名 比率
ティー・ロウ・プライス�世界厳選成長株式マザーファンド 100.9％

（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注1）国・地域別配分は、発行国・地域を表示しております。
（注2）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注3）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

■純資産等

項目
第8期末

2023年3月15日
純資産総額 200,062,056,122円
受益権総口数 119,569,624,011口

1万口当たり基準価額 16,732円
（注）当期中における追加設定元本額は8,224,627,837円、同解約元本額は9,552,456,085円です。

親投資信託受益証券
100.9％

その他
△0.9％

◆資産別配分

日本
100％

◆国・地域別配分

日本円
100％

◆通貨別配分
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Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）
■当ファンドの組入資産の内容（2023年3月15日現在）
◆組入ファンド等� （組入ファンド数：1ファンド）

ファンド名 比率
ティー・ロウ・プライス�世界厳選成長株式マザーファンド 104.1％

（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注1）国・地域別配分は、発行国・地域を表示しております。
（注2）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注3）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

■純資産等

項目
第14期末 第15期末

2022年12月15日 2023年3月15日
純資産総額 25,053,119,614円 23,759,966,684円
受益権総口数 22,455,915,963口 21,756,367,687口

1万口当たり基準価額 11,157円 10,921円
（注）当作成期間（第14期～第15期）中における追加設定元本額は223,509,001円、同解約元本額は1,671,111,495円です。

親投資信託受益証券
104.1％

その他
△4.1％

◆資産別配分

日本
100％

◆国・地域別配分

日本円
100％

◆通貨別配分
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Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）
■当ファンドの組入資産の内容（2023年3月15日現在）
◆組入ファンド等� （組入ファンド数：1ファンド）

ファンド名 比率
ティー・ロウ・プライス�世界厳選成長株式マザーファンド 102.0％

（注）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（注1）国・地域別配分は、発行国・地域を表示しております。
（注2）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注3）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

■純資産等

項目
第14期末 第15期末

2022年12月15日 2023年3月15日
純資産総額 42,929,647,462円 40,750,323,996円
受益権総口数 30,475,861,974口 29,482,911,211口

1万口当たり基準価額 14,086円 13,822円
（注）当作成期間（第14期～第15期）中における追加設定元本額は738,314,229円、同解約元本額は2,686,682,807円です。

親投資信託受益証券
102.0％

その他
△2.0％

◆資産別配分

日本
100％

◆国・地域別配分

日本円
100％

◆通貨別配分
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◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄� （組入銘柄数：71）
銘柄名 通貨 比率

アマゾン・ドット・コム 米ドル 5.9％
チャールズ・シュワブ 米ドル 4.7
第一三共 日本円 3.6
マイクロソフト 米ドル 3.4
ＴモバイルＵＳ 米ドル 3.2
マスターカード 米ドル 3.0
ロンドン証券取引所グループ 英ポンド 3.0
エアバス ユーロ 2.9
テンセント・ホールディングス 香港ドル 2.9
ユナイテッドヘルス・グループ 米ドル 2.9

（円）

4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000

（2021.9.15） （2022.9.15）

◆1万口当たりの費用明細
項目 当期

金額 比率
(ａ) 売買委託手数料 15円 0.081％

（株式） (15) (0.077)
（投資信託証券） (� 1) (0.004)

(ｂ) 有価証券取引税 0 0.000
（株式） (� 0) (0.000)

(ｃ) その他費用 24 0.126
（保管費用） (� 4) (0.020)
（その他） (20) (0.106)

合計 39 0.207

（注1）基準価額の推移、1万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注2）項目の概要および注記については前記（1万口当たりの費用明細）をご参照ください。
（注3）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。国別配分は、

発行国・地域を表示しております。
（注4）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注5）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注6）国別配分は、評価対象国別に上位10ヵ国まで表示し、11位以下はその他として表示しています。
（注7）計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

国内株式
5.1％

外国株式
90.6％

外国投資信託証券
1.4％

その他
2.9％

◆資産別配分

米国
57.2％

中国
6.9％

英国
6.8％

日本
5.1％

イタリア
3.5％

フランス
2.9％

カナダ
2.4％

ドイツ
2.3％

ブラジル
2.3％

インド
2.1％ その他

8.4％

◆国別配分

米ドル
67.5％ユーロ

8.1％

英ポンド
7.0％

香港ドル
5.5％

日本円
5.5％

インドルピー
2.2％

ブラジルレアル
1.8％

台湾ドル
1.3％

スウェーデンクローナ
0.9％スイスフラン

0.0％
その他
0.0％

◆通貨別配分

7.組入上位ファンドの概要
［ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド］（計算期間　2021年9月16日～2022年9月15日）
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＜「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について＞

日本株
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ（配当込み））

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ（配当込み））は、日本の株式市場を
広範に網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベ
ンチマークで、配当を考慮したものです。なお、ＴＯＰＩＸに関
する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研
に帰属します。

先進国株
ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ�インデックス
（配当込み、円ベース）

ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ�インデックス（配当込み、円ベース）
は、MSCI�Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象
として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI�
Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI�
Inc.に帰属します。

新興国株
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・
インデックス（配当込み、円ベース）

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
円ベース）は、MSCI�Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象
として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI�
Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI�
Inc.に帰属します。

日本国債
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債は、野村フィデューシャリー・リサー
チ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の
動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債に関する著作権、商標権、知的財産権
その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コン
サルティング株式会社に帰属します。

先進国債
ＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、円ベース）

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE�
Fixed�Income�LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債
の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。な
お、ＦＴＳＥ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産
権その他一切の権利は、FTSE�Fixed�Income�LLCに帰属します。

新興国債
ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・
ダイバーシファイド（円ベース）

ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージン
グ・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）
は、J.P.�Morgan�Securities�LLCが算出、公表している、新興国が
発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、ＪＰモ
ルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・
マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイドに関する著作権、
知的財産権その他一切の権利は、J.P.�Morgan�Securities�LLCに帰
属します。

＜参考指数について＞
　ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックスは、MSCI�Inc.が開発した、世界の先進国・新興国の株式
を対象として算出した指数です。なお、MSCI�Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI�Inc.
に帰属します。
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