
【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンド設定⽇：2003年12⽉05⽇ ⽇経新聞掲載名：USイン

基準価額・純資産総額の推移（円・億円） 基準価額・純資産総額

基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）

最近の分配実績（税引前）（円） 資産構成⽐率（％） 運用概況

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

 
マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

当⽉末
前⽉⽐

基準価額（円） 8,688 +105 
純資産総額（百万円） 5,323 +30 

■

基準⽇ ファンド
１カ⽉ 2023/03/31 1.5 
３カ⽉ 2023/01/31 2.6 
６カ⽉ 2022/10/31 -4.6 

■
■

グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。

１年 2022/04/28 1.2 
３年 2020/04/30 22.2 

設定来 2003/12/05 125.1 
 ■
 

 ■
 

■

ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数
 値です。

ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の
 費用がかかる場合があります。

騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

期 決算⽇ 分配⾦ 当⽉末 前⽉⽐
48.1 +0.3 

第229期 2023/01/25 25 ハイイールド債券 47.9 -0.7 
第228期 2022/12/26 25 投資適格債券

現⾦等 4.0 +0.4 
第231期 2023/03/27 25 合計 100.0 

※
※

この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五⼊して表示しています。
この資料に記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

第232期 2023/04/25 25 ※

※

投資適格債券の正式名称は「ティー・ロ
ウ・プライス・ファンズSICAV－USアグリ
ゲート・ボンド・ファンド（Jdクラス）」で
す。
ハイイールド債券の正式名称は「ティー・ロ
ウ・プライス・ファンズSICAV－グローバル・
ハイ・イールド・ボンド・ファンド（Jdクラ
ス）」です。

設定来累計 7,990 
※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去

の実績を示したものであり、将来の分配をお約
束するものではありません。

当月末の基準価額は、8,688円（前月比
+105円）となりました。当月は10,000
口当たり25円の分配（税引前）を実施し
ました。
また、税引前分配⾦を再投資した場合の
月間騰落率は、+1.5％となりました。

0.0 
第230期 2023/02/27 25 
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 13枚組の1枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

市場動向

当⽉末：2,122.2　　前⽉末：2,109.4　　騰落率：0.6% 当⽉末：679.8　　前⽉末：673.5　　騰落率：0.9%

当⽉末：134.1　　前⽉末：133.5　　騰落率：0.4%

基準価額の変動要因（円） ポートフォリオ特性値

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

投資適格債券 +20 

ブルームバーグ米国総合インデックス JPモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックス

円/アメリカドル（円）
※
※

※

DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。
インデックス等は注記がある場合を除き、原則として現地通貨ベースで表示し
ています。
為替レートは一般社団法人 投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。

当⽉末 前⽉⽐寄与額
+0.0 

直接利回り（％） 5.1 -0.0 
デュレーション（年） 5.1 

-0.2 
平均格付け BBB BBB
最終利回り（％） 5.6 

※
※

※

各組⼊銘柄の数値を加重平均した値です。
格付けは投資債券に対する主要格付機関の格付けに基づいており、ファンドにかかる格付
けではありません。
上記は将来の運用成果をお約束するものではありません。

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したも
ので概算値です。

 

その他 -12 
合計 +105 

ハイイールド債券 +40 
為替 +82 
分配⾦ -25 
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 13枚組の2枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％） 種別構成⽐率（％）

ポートフォリオ特性値 格付構成⽐率（％）

組⼊上位10銘柄 （組⼊銘柄数  710）

国債および政府機関債を除いています。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

※ このページは「ティー・ロウ・プライス・ファンズSICAV－USアグリゲート・ボンド・ファンド」について、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を
受けたデータおよび情報を基に記載しています。

　　アンダーウェイト／オーバーウェイト

1カ⽉ 2023/03/31 0.4 0.6 国債 22.1 41.4 
基準⽇ 組⼊投資信託 ベンチマーク 組⼊投資信託 ベンチマーク

27.2 
6カ⽉ 2022/10/31 3.5 6.9 政府機関債 0.0 1.2 
3カ⽉ 2023/01/31 0.2 0.5 MBS 39.1 

0.4 
3年 2020/04/30 -4.0 -9.1 事業債 32.3 29.8 
1年 2022/04/30 -1.0 -0.4 ABS 3.9 

※ ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックスです。

当⽉末 前⽉⽐ 組⼊投資信託 ベンチマーク

設定来 2003/12/05 71.6 83.8 

直接利回り（%） 3.7 0.0 AA 3.6 4.1 

　　アンダーウェイト／オーバーウェイト

デュレーション（年） 6.4 +0.2 AAA 60.4 71.9 

平均格付け AA- AA- BBB 20.8 13.3 
最終利回り（%） 3.1 -0.3 A 12.6 10.5 

※
※

※

各組⼊銘柄の数値を加重平均した値です。
格付けは投資債券に対する主要格付機関の格付けに
基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。
上記は将来の運用成果をお約束するものではありませ
ん。

BB 0.0 0.1 
B以下 0.0 0.0 

銘柄 業種 クーポン
（％） 格付け ⽐率

（％)
1 ENEL FINANCE AMERICA 電⼒ 7.100 BBB+

3 MORGAN STANLEY 銀⾏ 5.123 A- 0.5 

0.7 
2 BNP PARIBAS 銀⾏ 1.323 A- 0.6 

5 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 銀⾏ 1.532 BBB 0.5 
4 ENI エネルギー 4.750 A- 0.5 

7 KBC 銀⾏ 5.796 A- 0.5 
6 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 消費循環 3.200 BBB+ 0.5 

9 LSEGA FINANCING 証券仲介 3.200 A 0.4 
8 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 消費循環 4.625 BBB+ 0.5 

※

※ このページに記載されている構成⽐を示す⽐率は、「ティー・ロウ・プライス・ファンズSICAV－USアグリゲート・ボンド・ファンド」の純資産総額を100％として計算した値です。

10 CAIXABANK 銀⾏ 6.208 BBB 0.4 

-19.3

11.9
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 13枚組の3枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

※ このページは「ティー・ロウ・プライス・ファンズSICAV－USアグリゲート・ボンド・ファンド」について、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドから提供を
受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント
＜市場動向＞
4月の⽶国投資適格債市場は、銀⾏セクターの混乱から全般的な経済活動の減速⾒通しが強まりプラスリターン
となりました。国債利回りは、2年以上の⻑い年限のセクターでは、横ばいから緩やかな低下となりました。ベ
ンチマーク内のスプレッドセクターは総じてプラスのリターンながらも、国債対比でみたリターンはまちまちの
結果となりました。

＜運用動向と今後の運用方針＞
ファンドの収益率はプラスとなりました。RMBS（住宅ローン債権担保証券）やCMBS（商業用不動産ローン担
保証券）をオーバーウェイトとしたことが、債券種別選択でプラスに寄与しました。⾦利のポジションでは、ベ
ンチマーク対比で超⻑期債の保有を抑えながらデュレーション（投資資⾦の平均回収期間：⾦利の変動による債
券価格の感応度）を⻑めとしたことがプラスに寄与しました。銘柄選択では、⼤⼿銀⾏の保有がプラスに寄与し
ましたが、全体では中⽴的な結果となりました。市場が織り込んでいる年後半の利下げ⾒通しは、FRB（⽶連邦
準備制度理事会）が⽰唆する⻑期的な⾦融引き締め方針と相容れず、今後の相場変動要因になりやすいと⾒込ん
でいます。当ファンドでは、FRBは市場予想よりも⻑期にわたって短期⾦利は⾼めに維持する⼀方で、⼀旦利下
げに転じれば非常に積極的な⾦融緩和を実施すると予想しています。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 13枚組の4枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％） 種別構成⽐率（％）

ポートフォリオ特性値 格付構成⽐率（％）

組⼊上位10銘柄 （組⼊銘柄数  378）

国債および政府機関債を除いています。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

※ このページは「ティー・ロウ・プライス・ファンズSICAV－グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」について、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドか
ら提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

　　アンダーウェイト／オーバーウェイト

1カ⽉ 2023/03/31 0.5 0.9 事業債等 100.0 100.0 
基準⽇ 組⼊投資信託 ベンチマーク 組⼊投資信託 ベンチマーク

6カ⽉ 2022/10/31 2.3 6.7 
3カ⽉ 2023/01/31 0.2 0.7 

3年 2020/04/30 5.9 17.2 
1年 2022/04/30 0.1 1.5 

※ ベンチマークはJPモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボン
ド・インデックスです。

当⽉末 前⽉⽐ 組⼊投資信託 ベンチマーク

設定来 2003/12/05 114.3 241.2 

直接利回り（%） 7.0 +0.0 BB 46.4 50.0 

　　アンダーウェイト／オーバーウェイト

デュレーション（年） 4.2 -0.0 BBB以上 5.4 2.6 

平均格付け B+ B+ CCC以下 10.8 10.5 
最終利回り（％） 8.7 +0.1 B 34.4 35.4 

※
※

※

各組⼊銘柄の数値を加重平均した値です。
格付けは投資債券に対する主要格付機関の格付けに
基づいており、ファンドにかかる格付けではありません。
上記は将来の運用成果をお約束するものではありませ
ん。

格付けなし 1.6 1.6 
その他 1.3 0.0 

銘柄 業種 クーポン
（％） 格付け ⽐率

（％)
1 Rivian Holdings Llc/rivian Llc/rivian Automotive Llc ⾃動⾞ 10.299 －

3 Ford Motor ⾃動⾞ 6.100 BB+ 1.2 

1.5 
2 Cco Holdings Llc / Cco Holdings Capital ケーブル・衛星テレビ 6.375 BB- 1.3 

5 American Airlines 航空会社 11.750 B+ 0.9 
4 Entegris Escrow 情報技術 5.950 BB- 1.0 

7 Iheartcommunications 放送 8.375 B- 0.7 
6 Transdigm 航空宇宙・防衛 6.250 B+ 0.7 

9 Vmed O2 Uk Financing I ケーブル・衛星テレビ 4.750 BB- 0.7 
8 Stagwell Global Llc 放送 5.625 BB- 0.7 

※

※ このページに記載されている構成⽐を示す⽐率は、「ティー・ロウ・プライス・ファンズSICAV－グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の純資産総額を100％として計算した値です。

10 Central Parent Inc / Cdk Global 情報技術 7.250 B+ 0.7 

0.0

2.9

-3.6

-1.0

0.4

-0.0

1.3

 13枚組の5枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

※ このページは「ティー・ロウ・プライス・ファンズSICAV－グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」について、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドか
ら提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。

ファンドマネージャーコメント
＜市場動向＞
4月のハイ・イールド債券市場は、小幅にプラスリターンとなりました。インフレペースの減速や予想を上回っ
た企業業績が好感されたほか、中⻑期セクターの国債利回りが小幅ながらも低下したこともプラスに働きまし
た。

＜運用動向と今後の運用方針＞
⾦融セクターとヘルスケアセクターの銘柄選択がプラスに寄与しました。⾦融では学⽣ローンを⼿掛ける
Navientの保有が、ヘルスケアでは営利目的の病院を運営するCommunity Health Systemsの保有がプラスに
寄与しました。⼀方で、放送分野等での銘柄選択がマイナスに作用しました。特にオーディオ・メディア企業で
あるiHeartMediaの保有が、マクロ経済環境に影響を受けやすくマイナスに作用しました。また衛星放送サービ
スを提供するDISH Networkの保有も、マイナスに作用しました。ハイ・イールド債券のファンダメンタルズ
（基礎的条件）状況や発⾏企業の信用⼒は、引き続き強固さを保っています。デフォルト（債務不履⾏）率に関
しては、厳しいマクロ経済環境と⾦融環境の引き締まりから、⻑期的な平均である3％〜4％まで上昇すると⾒
込んでいます。過去に目を向けると、ハイ・イールド債券市場の単価や利回りが現在のような⽔準に達した後に
は、ハイ・イールド債券市場は良好なリターンを⽰す傾向があり、2023年のパフォーマンスに追い風となるか
もしれません。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

 13枚組の6枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンドの特色
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として米ドル建ての投資適格債券およびハイ・イールド債券へ実質的に投資します。

●投資適格債券部分とハイ・イールド債券部分への投資配分は、原則として概ね各50％程度を基本とします。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジは⾏いません。
●投資適格債券部分の運用は、ティー・ロウ・プライス・ファンズSICAV－USアグリゲート・ボンド・ファンド＊を通じて、主として米ドル建ての投
   資適格債券等を中⼼に実質的に投資することにより、安定したインカムゲインの獲得と⻑期的な信託財産の成⻑を目指します。
●ハイ・イールド債券部分の運用は、ティー・ロウ・プライス・ファンズSICAV－グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドを通じて、主としてハイ・
   イールド債券等の⾼利回りの債券へ実質的に投資することにより、⾼⽔準のインカムゲインの獲得と⻑期的な信託財産の成⻑を目指しま
   す。
＊欧州連合のサステナブルファイナンス開示規則（SFDR）のファンド名に対する市場慣⾏を鑑み、2022年10⽉1⽇付でティー・ロウ・プライ
   ス・ファンズSICAV－レスポンシブル・USアグリゲート・ボンド・ファンドから名称変更しています。
※投資対象ファンドの設⽴地での法制、税制、ファンドの純資産規模および投資環境等から、指定投資信託証券を追加または変更する場
   合があります。
※投資対象ファンドでは、債券以外の有価証券（株式等）または米ドル以外の通貨建ての有価証券へ投資する場合があります。
※当ファンドは、設定・解約の資⾦動向により、キャッシュ（現⾦）を保有する必要がありますので、必ずしも50％を組み⼊れるものではあり
   ません。

2. 運用の指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託します。

3. 毎⽉の決算⽇に、原則として分配を目指します。
●決算⽇は、毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）とします。
●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。

※ 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。

投資リスク
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通りです。

■ ⾦利変動に伴うリスク
投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた⾦利⽔準の変動に伴い価格が変動します。通常、⾦利が低下すると債券価格は上昇
し、⾦利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種
類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが⼤きくなる場合と⼩さくなる場合があり
ます。

■ 為替リスク
当ファンドは、投資信託証券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。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

 13枚組の7枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

投資リスク
■ 信用リスク

投資対象となる債券等の発⾏体において、万一、元利⾦の債務不履⾏や⽀払い遅延（デフォルト）が起きると、債券価格は⼤幅に下落し
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。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの
基準価額が下落するおそれがあります。
また、投資対象となる債券等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、当該企業の債券価格
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。

■ 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。

■ ハイ・イールド債券投資のリスク
ハイ・イールド債券は、一般的に⾼格付けの債券と⽐べて⾼い利回りを享受できる一⽅で、発⾏体からの元利⾦⽀払いの遅延または不履⾏
（デフォルト）となるリスクが⾼いとされます。デフォルトが起きた場合、ハイ・イールド債券の価格は⼤きく下落し、ファンドの基準価額が下落す
るおそれがあります。

その他の留意点
● 当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分⽐率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用

を⾏った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。
● 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。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

 13枚組の8枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

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。

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。

※上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。

■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。

普通分配⾦：個別元本（投資者のファンド購⼊価額）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。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

(注)

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

 13枚組の9枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

お申込みメモ
購⼊単位

お申込みの販売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
購⼊代⾦

販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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5営業⽇目からお⽀払いします。
信託期間

無期限（2003年12⽉5⽇設定）
決算⽇

毎⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配

決算⽇に、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。
分配⾦受取りコース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース：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。
※販売会社によってはいずれか一⽅のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係
●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適用はありません。

お申込不可⽇
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。
●ニューヨークの証券取引所の休業⽇
●ニューヨークの銀⾏の休業⽇
●ルクセンブルグの証券取引所の休業⽇
●ルクセンブルグの銀⾏の休業⽇

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

 13枚組の10枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
○ 購⼊時⼿数料

購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。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。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
○ 運用管理費用（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.705％（税抜き1.55％）の率を乗じた額です。
※当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、運用管理費用は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記
   と同じです。

○ 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。

※ 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。

税⾦
分配時

所得税及び地⽅税　配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時

所得税及び地⽅税　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％

※ 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。法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 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。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。

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

 13枚組の11枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

委託会社・その他の関係法人等
委託会社 ファンドの運用の指図等を⾏います。

　三井住友DS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
　ホームページ　：　https://www.smd-am.co.jp
　コールセンター ：　0120－88－2976　［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
　三井住友信託銀⾏株式会社

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
投資顧問会社 ファンドの運用指図に関する権限の一部の委託を受け、投資信託財産の運用を⾏います。

　ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド

最終ページの「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド

 13枚組の12枚目です。



【投信協会商品分類】　追加型投信／海外／債券 作成基準⽇：2023年04⽉28⽇

販売会社

備考欄について

 当資料のご利用にあたっての注意事項
● 当資料は、三井住友DS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、将来に関し述べられた運用⽅針・市場⾒通し

も変更されることがあります。当資料は三井住友DS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）および契約締結前交付書面

等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書面等は販売会社にご請求くだ
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。

 ■設定・運用

マンスリー・レポート

T.ロウ･プライス ＵＳインカムファンド
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ａｕカブコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○ ○
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⾦
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業
協
会

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○ ○

○

東海東京証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第140号 ○ ○ ○

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 ○ ○

内藤証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第24号 ○ ○

松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164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 ○ ○ ○

株式会社ＳＢＩ新生銀⾏（ＳＢＩ証券仲介） 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○ ※1 ※2
株式会社関⻄みらい銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第7号 ○ ○ ※3

○

※1：ネット専用※2：委託⾦融商品取引業者　株式会社ＳＢＩ証券※3：新規の募集はお取り扱いしておりません。

株式会社三井住友銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第54号 ○ ○

 13枚組の13枚目です。


