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①購入時手数料
購入時手数料（販売手数料）の額は 申込口数 に応じて、以下の手数料率を
乗じて得た額とします。

申込口数
1億口未満 3.2400% (税抜3.00%)
1億口以上 1.0800% (税抜1.00%)

②購入単位
一般コース：1万口以上1万口単位

281.93（2016.09.21） P3.

スーパーグロース小型株オープン
購入時手数料について

手数料率

東海東京証券株式会社



購入時手数料に関するご説明 
 

■投資信託の購入時手数料（販売手数料）は購入時に負担いただくものですが、保有期間が長期に

及ぶほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。 

例えば、購入時手数料（販売手数料）が 3％（税抜き）の場合 

【保有期間】            【１年あたりのご負担率（税抜き）】 

 
※投資信託によっては、購入時手数料（販売手数料）を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料を

お支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、１年あたりの負担率はしだいに

減っていきます。 

※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。 

実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書や補完書面でご確認ください。

投資信託をご購入いただいた場合には、上記の、購入時手数料（販売手数料）のほか、信託報酬やその他費用等を

ご負担いただきます。 

また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。 

実際の手数料率等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）又は目論見書補完書面でご確認ください。 

 

＜リスクと諸費用等について＞ 

投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、発行会社の信用状況

の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合は、為替

の変動により損失を被ることがあります。投資信託をご購入の際には、銘柄ごとに設定された販売手数料、信託財産

留保額及び信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 

当社の概要 

商号等  東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 140 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、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 



お客様各位

NISA 及びジュニア NISA 口座における分配金再投資型の 
公募株式投資信託の取扱いに係るご留意事項

1. 分配金再投資型の投資信託におきましては、契約に基づき分配金が自動的に再投資

されます。各年分の非課税枠における年間累積購入代金が NISA 口座については 120
万円、ジュニア NISA 口座につきましては 80 万円を上限とされている（以下、上限額）

ことから、上限額の枠内での分配金（元本払い戻しの額である特別分配金を含みます。）

の再投資が契約に基づき自動的に行われます。上限額を超える部分の分配金につきまし

ては、自動的に特定口座または、一般口座（以下、「課税口座」）にて買付をさせていた

だきます。

2. NISA 口座 及びジュニア NISA 口座において非課税とされる収益分配金は、各年分

の非課税枠で管理される公募の株式投信に対して支払われるものが対象となり、課税口座

において支払われる収益分配金については、課税となります。

同一銘柄の公募株式投資信託を NISA 口座、ジュニア NISA 口座及び課税口座で管理

される場合は、それぞれの口座での保有口数に応じた収益分配金の非課税（NISA 口座

及びジュニア NISA 口座）及び課税（課税口座）の処理が行われます。 

3. NISA 口座及びジュニア NISA 口座で支払われる分配金からの再投資は NISA 口座

及びジュニア NISA 口座の当該再投資を行う時点の非課税枠（上限額に達していない場合

に限ります。）にて買付を行います。

なお、課税口座で管理する公募株式投信について支払われる分配金からの再投資は、

NISA 口座及びジュニア NISA 口座での買付はされません。 

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。

東海東京証券株式会社

（2016.04） 



追加型投信／国内／株式

投資信託説明書（交付目論見書）
 2016.9.21

スーパーグロース
小型株オープン

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第378号
設立年月日：1998年11月9日
資本金：3億5,000万円
運用する投資信託財産の合計純資産総額：3,113億円
（資本金、運用純資産総額は2016年7月末現在）

本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。この目論見書により行う
「スーパーグロース小型株オープン」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価
証券届出書を2016年9月20日に関東財務局長に提出しており、2016年9月21日にその効力が生じております。

単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
（収益の源泉） 投資対象資産

商品分類 属性区分

投資対象地域 投資形態

追加型 国内 株式 その他資産
（投資信託証券（株式・中小型株））

決算頻度

年1回 日本 ファミリー
ファンド

※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社

■ 委託会社 ［ファンドの運用の指図を行う者］

■ 受託会社 ［ファンドの財産の保管及び管理を行う者］

三菱UFJ信託銀行株式会社

照会先　電話番号：0120-996-222
（受付時間：毎営業日　午前10時～午後5時）
ホームページ　http：//www.bnpparibas-ip.jp/　

●ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は、 
下記委託会社のホームページに掲載しています。
また、請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。
なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

●本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
●ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律
第198号）に基づき、事前に受益者の意向を確認いたします。

●投資信託の財産は、受託会社において、信託法に基づき分別管理されています。
●ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記委託会社の「照会先」までお問い合わせください。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。



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。

ボトムアップ・リサーチ（個別直接面談調査）を基本とし、特に、中長期成長の可能性、足元の実績、企業経営者
の理念・経営方針を重視し、あわせて収益性・安全性なども含めて総合的に評価判断します。

スーパーグロース小型株マザーファンドの運用手法

ボトムアップ・リサーチ（個別直接面談調査）

「世の中何が起こるかわからない」ことから、「組入比率」、「持株比率」などを丹念に管理し徹底した分散投資を
行います。「銘柄の分散」、「時間の分散」という二つの分散を心掛け、個別株価や市況全体の短期的な変動も
上昇力に転換し続けることをめざします。

分散投資

ファンドの目的
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、わが国の金融商品取引所上場株式のうち中小型株を
主要な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。

主として、スーパーグロース小型株マザーファンドの受益証券（以下、「マザーファンド」といいます。）を投資
対象とし、マザーファンドを通じて実質的に以下のような運用を行います。
■革新的な高成長企業の株式への厳選分散投資により、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を
行います。
■ボトムアップ・リサーチ（個別直接面談調査）により有望企業を厳選します。
■エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社から投資助言を受けます。

〈マザーファンドの投資対象〉
■企業業績、株価ともに今後の成長性に注目し、潜在成長力の高いと見込まれるわが国の金融商品取引所上場
株式の中小型銘柄を厳選し投資します。

投資者が直接投資するには情報が比較的少なく、判断が難しいとされる一方、業績の高い伸びが
株価に反映されやすい革新的な高成長企業をボトムアップ・リサーチ（個別直接面談調査）により
厳選し、慎重に分散投資を行うファンドです。

企
業
の
成
長
性
の
イ
メ
ー
ジ

新規株式上場

創業 高成長 規模の拡大 安定 成熟

大型株中小型株
新規公開後の革新的な高成長企業群

超大型株

ファンドの目的・特色

ファンドの特色

株式市場

〈イメージ図〉



●マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。
●株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち当ファンドの
信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
●外貨建資産への投資は行いません。

当ファンドはファミリーファンド方式による運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザー
ファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みをいいます。

全上場・公開株式が対象です。

運用投資助言を行うエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式
会社から、小型株に関する詳細なリサーチに基づく助言を受けます。

ファンドマネージャーによって運用投資助言を行うエンジェルジャ
パン・アセットマネジメント株式会社からの投資助言を基に銘柄の
選定を行います。

スクリーニングを経て、具体的な投資銘柄を決定します。

価格・出来高をチェックしながら慎重に組入れを実施します。

ポートフォリオの特性を把握、組入れ銘柄を継続的にウォッチし、
組入れ時のシナリオに変化があれば見直しを実施します。

エンジェルジャパン・アセットマネジメントは、「企業家精神を応援し続け、経済社会の活性化に貢献する」と
いう明快な理念のもと、革新的な成長企業を厳選投資助言し続ける投資顧問会社です。調査・助言に
当たっては、経営者への定期的な個別直接面談調査を徹底し、完全なチーム運用で行っています。
金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第641号

運用投資助言を行うエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社のご紹介

経済情勢及び各産業セクターの調査・分析

運用投資助言先からの助言

投資銘柄の選定

投資銘柄の決定

ポートフォリオへの組入れ

メンテナンス

投資ユニバース

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。

当ファンドの運用プロセス

主な投資制限

ファンドの仕組み

毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。
●分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
●分配金額は、毎期、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合
などを理由に、分配を行わないことがあります。
●収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

分配方針

〈運用のイメージ図〉

申込金

当ファンド
（ベビーファンド） マザーファンド

分配金・
償還金等

投資

損益

投資

損益

投資者 スーパーグロース
小型株オープン

スーパーグロース
小型株

マザーファンド
株式



●当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。
●システムリスク・市場リスクなどに関する留意点
証券市場は、国際的な経済事情の急変または予測が不可能な天災地変、経済事情の変化、テロ行為等、
コンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により市場の閉鎖や急激な市況変動が起こる
ことがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。また、一時的に購入、
換金ができなくなることもあります。

委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうかを運用部門及びプロダクト部門がモニターします。
運用部門等におけるリスク管理に加えて、投資リスク管理部門がポートフォリオの市場リスク、信用リスク等の
投資リスクを管理します。業務部門は日々のトレード、約定、決済等、事務面での監視を実施します。更に、
パフォーマンス評価及び投資運用委員会により定期的にチェックを行い、投資リスクの管理体制を強化して
います。

〈当ファンドのリスクの特性〉
当ファンドの投資対象には、新興企業の株式が多く含まれます。一般に新興企業の株式は、発行済
株式時価総額及び取引される株式数が少なく、売買の少ない流動性の低い株式が少なくありません。
こうした株式への投資はボラティリティ（価格変動率）が比較的高く、概ね価格変動は大きくなる
傾向があります。

組入れられている株式の市場規模や取引量が少ないために、売却する際に市場実勢
から期待される価格で売買できない場合、不測の損失を被るリスクがあります。

投資した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。

価格変動リスク

信用リスク

流動性リスク

上記管理体制は、委託会社の組織変更等により今後変更される場合があります。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

投資リスク

基準価額の変動要因

その他の留意点

リスクの管理体制

当ファンドは、スーパーグロース小型株マザーファンドの受益証券への投資を通じて実質的に株式
などの値動きのある証券に投資するため、組入証券の価格の変動に伴うリスクがありますので、基準
価額は変動します。したがって、投資者の皆さま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。また、ファンドの運用による損益は全て
投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。

■主な変動要因

株式の価格は、国内外の政治・経済情勢などの影響を受けて大きく変動します。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。



参考情報
●ファンドの年間騰落率及び分配金再投資
　基準価額の推移

（2011年7月～2016年6月）

●当ファンドと他の代表的な資産クラスとの
　騰落率の比較
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2011年7月 2012年7月 2013年7月 2014年7月 2015年7月 2016年6月 当ファンド 日本株 新興国株 先進国債先進国株 日本国債 新興国債

（2011年7月～2016年6月）（％）

※上記の5年間の各月末における直近1年間の騰落率及び
分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。
※「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基準価額であり、実際の基準価額
と異なる場合があります。

※当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、
上記の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・
最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスに
ついて表示したものです。
※当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したもの
とみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の
基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合が
あります。
※全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。

ファンドの年間騰落率（右軸）　　分配金再投資基準価額（左軸）

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コクサイ・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・・・・シティ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GBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）

（注1）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースのものを使用しております。
（注2）各指数等に関する著作権等の知的財産権は、開発元もしくは公表元に帰属します（東証株価指数（TOPIX）：株式会社東京証券取引所、MSCI

コクサイ・インデックス及びMSCIエマージング・マーケット・インデックス：MSCI Inc.、NOMURA-BPI国債：野村證券株式会社、シティ世界
国債インデックス：Citigroup Index LLC、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド：J.P.Morgan Securities Inc.）。なお、各社は
当ファンドの運用に関し一切責任を負いません。

最大値

最小値
平均値

141.0

65.0 65.7

47.4

9.3

43.7

－13.6
－22.0 －17.5

－27.4

0.4
－11.2

－17.4

34.9

5.210.02.75.4
18.415.5

28.2



0円
0円
0円
0円
0円
0円設定来累計

2012年6月
2013年6月
2014年6月
2015年6月
2016年6月

※年間収益率を暦年ベースで表示しております。2016年は年初から6月末までの収益率です。
※当ファンドにはベンチマークはありません。

＊ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。
＊運用実績は、別途月次等で適時開示しており、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。
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運用実績

基準価額・純資産の推移

分配の推移

2016年6月30日現在

年間収益率の推移

主要な資産の状況

8,526円基準価額
1,930百万円純資産総額

（円） （億円）（2006年7月3日～2016年6月30日）
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純資産総額（右軸） 基準価額（左軸）

※1万口当たり（税引前）

※基準価額は1万口当たり

※基準価額は、信託報酬控除後です。

■投資状況（スーパーグロース小型株オープン）

■投資状況（スーパーグロース小型株マザーファンド）

■組入上位10銘柄（スーパーグロース小型株マザーファンド）

※純資産比率は、ファンドの純資産総額に対する比率です。
※当該銘柄は当ファンドの説明のためのものであり、当社が取得申込みの勧誘を行うものではありません。

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ジャパンマテリアル
エニグモ
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
インターワークス
ベクトル
ヒト・コミュニケーションズ
スノーピーク
アトラ
SHIFT
シュッピン

サービス業
情報・通信業
サービス業
サービス業
サービス業
情報・通信業
その他製品
サービス業
情報・通信業
小売業

4.09
3.49
3.47
3.20
3.12
3.12
3.09
2.90
2.72
2.68

種類 国/地域 銘柄名

スーパーグロース小型株マザーファンド受益証券
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
　 合計

日本 98.91
1.09

100.00

資産の種類 国/地域 純資産比率（％）

株式
現金・預金・その他の資産(負債控除後)
　 合計

日本 96.40
3.60

100.00

資産の種類 国/地域 純資産比率（％）

業種 純資産比率（％）
株式 日本

101.0%

2014年

5.9%



購入単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位

購入価額 購入申込受付日の基準価額

購入代金

換金単位 1口単位または販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した額

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します。

決算日 毎年6月20日（休業日の場合は翌営業日）

信託期間 無期限（2004年6月30日設定）

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、当日のお申込み分とします。

購入の申込期間 2016年9月21日から2017年9月20日まで　
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

販売会社の定める期日までにお支払いください。

運用報告書 毎計算期末及び償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

繰上償還 受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合、やむを得ない事情が発生した場合等
には、繰上償還となる場合があります。

信託金の限度額 500億円

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により一定の金額を超える大口の
ご換金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
場合は、購入、換金のお申込受付を中止すること、及び既に受付けた購入、換金のお申込みを
取消す場合があります。

公告 原則として、電子公告の方法により行い、ホームページ（http://www.bnpparibas-ip.jp/）
に掲載します。

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、NISA（少額投資非課税制度）及びジュニアNISA（未成年者少額
投資非課税制度）の適用対象です。
益金不算入制度の適用はありません。配当控除の適用が可能です。

収益分配 分配方針に基づき、年1回の決算時に分配を行います。（再投資可能）

手続・手数料等

お申込みメモ



●ファンドの費用

●税金

購入時手数料

時 期 項 目 税 金

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料 

信託報酬の配分は以下の通りです。

・監査法人等に支払うファンドの財務諸表の監査に要する費用及び監査費用に係る消費税等
相当額等を、あらかじめ合理的に見積もったうえで、実際または予想される金額を上限として、
日々ファンドからご負担いただきます。
・ファンドの組入有価証券等の売買に係る売買手数料、ファンドの換金に伴う支払資金の手当て
等を目的として資金借入れの指図を行った場合の当該借入金の利息、信託事務の処理に
要する諸費用、ファンドに関する租税等を、その都度ファンドからご負担いただきます。

税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

※上記は2016年6月30日現在のものです。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定の金額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等が一定の期間非課税となります。ご利用になれるのは、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です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※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。

※当ファンドの手数料等の合計額またはその上限については、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。

※その他の費用・手数料は、運用状況等により変動するものであるため、事前に料率、上限額等
を表示することができません。

購入申込受付日の基準価額に3.24％（税抜3.0％）
を上限として販売会社が定めた料率を乗じて得た額
とします。

購入時手数料は、購入時の商品説明及び事務
手続きに要する費用等の対価として、販売会社
にお支払いいただくものです。

信託報酬は、ファンドの日々の純資産総額に、年率
1.836％（税抜1.7％）を乗じて得た額とします。
毎日計算され、ファンドの毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日及び毎計算期末または償還時にファ
ンドよりご負担いただきます。

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

委託した資金の運用の対価

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の
対価

配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％

譲渡所得として課税
換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

所得税及び地方税

所得税及び地方税

分配時

換金（解約）時及び償還時

投資者が直接的に負担する費用

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

委託会社

販売会社

受託会社

年率1.1016％ （税抜1.02％）

年率0.648％ （税抜0.6％）

年率0.0864％ （税抜0.08％）

配分

信託報酬率

ファンドの費用・税金

純資産総額に対して
年率1.836％（税抜1.7％）

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.5％を乗じて得た額


	
	表紙
	ファンドの目的・特色
	投資リスク
	運用実績
	手続・手数料等

	
	スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド（投資信託説明書（交付目論見書））_2016.7
	１．ファンドの目的・特色 
	２．投資リスク 
	３．運用実績
	４．手続・手数料等


	
	投資信託説明書（交付目論見書）表紙
	ファンドの目的・特色
	投資リスク
	運用実績
	手続・手数料等





