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本ファンドは、中小型割安成長株・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券
への投資を通じて、主にわが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の
中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。

株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の
経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。

時間経過新規株式公開
（IPO)

企業価値・
成長度

（注）企業の成長過程をイメージしたものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

　ボトムアップ調査　

jreviveⅡが
投資対象とする
企業群

【jreviveⅡの投資対象イメージ】

エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を
受けて運用します。
エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社(以下、「エンジェルジャパン社」ということがあり
ます。）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下、革新的
な成長企業などへの投資に対する助言を行います。

本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド（本
ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンド受益証券に投資して、実質的な運用をマザー
ファンドで行う仕組みです。

ファンドの目的

ファンドの特色

1

2

ファンドの仕組み

資金動向及び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。

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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ファンドの目的・特色



 ●一般的に株式市場は自国の経済規模を映す鏡であり、経済成長が堅調であれば、株式市場は拡大
し続けます。米国や新興国であるインドの場合、経済全体の成長とともに株式市場も拡大して
います。
 ●対照的に日本の場合では、高度経済成長以降、経済規模と株式市場の相関性は薄れています。
今後も人口が減少し、国内総生産（GDP)成長率の鈍化が予想される中、堅調な経済成長に
基づいた、株式市場の大幅な上昇は見込みがたい現状です。

米国及びインドのGDPと株式市場の推移
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※OECD算出の名目GDP（季節調節済）
※データ期間（2000年6月末～2019年6月末、四半期ベース）
[出所]BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成

日本のGDPと株式市場の推移
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※内閣府算出の名目GDP
※データ期間（1981年～2019年6月末：四半期ベース）
[出所]Bloomberg、東京証券取引所よりＳＢＩアセットマネジメント作成

「経済規模の拡大＝株式市場の拡大」

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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なぜ大型株ではなく、中小型株？　①



 ●しかしながら、国内に目を向けると、新興国と同じように急速な成長を続けている市場が存在します。
大型株市場が低迷を続けるなか、中小型株市場は堅調に推移しています。
 ●「中小型株」と聞くと、リスクが高いように思われますが、実は大型株や米国株、新興国株（インド株）
と比べて低リスクでかつ相対的に高いリターンを長期にわたって獲得しています。

国内株式市場（サイズ別）の推移
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※ラッセル野村インデックスとは、野村證券金融工学研究センターと米ラッセル社が提供する日本株式インデックスです。対象は新興市場を含む日本
市場の全銘柄で、日本株式市場全体の時価総額上位98％をカバーします。時価総額上位85％を大型、下位50％を中小型、下位15％を小型と分類
します。
※データ期間（1999年12月末～2019年8月末：月次ベース）
※ラッセル野村（小型、中小型、大型）インデックスは基準時点を100として指数化
[出所]BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成
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※データ期間（1999年12月末～2019年8月末）
※米国株：S&P500種指数、新興国株：MSCIエマージング指数、インド株：センセックス指数、各指数は円換算後の値を使用
[出所] BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成

「新興企業＋投資効率性 ＝ 国内中小型株市場」

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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 ●日本の株式市場では時価総額の大きい企業ほど、専門のアナリストによる重点的な調査が行われて
いますが、時価総額の小さい企業では、定期的な調査の手が回っていないことが多く、入手できる
情報は圧倒的に限られています。
 ●その結果、時価総額の小さい中小型銘柄には成長性が高いにも関わらず、割安に放置されている
銘柄が多い現状があります。つまり、中小型株市場とはプロフェッショナルによる徹底的な調査
活動が非常に有効な分野となります。

定期調査がされていない企業＊の割合

全上場会社（3,748社）

東証１部（2,147社）

東証マザーズ（289社）

JASDAQ（713社）

調査なし 調査あり

90% 10%

74% 26%

43% 57%

62% 38%

＊Bloomberg社に情報提供を行っている証券アナリストの担当が0名の企業を指します。
[出所]エンジェルジャパン・アセットマネジメント作成。2019年6月末時点

市場別の来期増益率予想

全上場会社

東証1部

東証2部

JASDAQ

新興市場 61.9%

9.5%

10.1%

7.7%

7.9%

※新興市場はJASDAQを除く。銀行・保険を含まない。合計には地方単独も含む
[出所]東洋経済【会社四季報 2019年3集夏号】より、ＳＢＩアセットマネジメント作成。

中小型株投資の制約 ＜情報収集の難しさゆえに、有望銘柄が割安で放置＞

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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 ●本ファンドの運用助言を行っている同社では、１日平均で約4件、年間約1,000件となる企業調査を
チームで行っており、調査活動による蓄積が大きな財産となり、強みとなっています。
 ●中小型株市場の特徴として、事業環境の変化が激しく、企業業績、株価の変動も大きくなる傾向が
あります。つまり、経営者との定期的な面談によって、変化の兆しを見逃さないことが大切と言え
ます。

エンジェルジャパン社の理念　エンジェル（angel）に込められた思いとは？
同社は中小型株運用に特化した運用助言会社です。
英和辞典で「angel」と引くと、良く知られている“天使”という意味
の他に“応援する人”という意味があります。
株式投資を通じ、次代を切り拓く革新的な成長企業を応援する
ことで、日本経済の重要な担い手のひとつである「中小型成長株式
市場」の新陳代謝を促進させ、日本経済全体を応援したい、という
のがエンジェルジャパン社の願いの一つです。

代表取締役及び助言チームのご紹介（右より） 
宇佐美代表取締役、内藤執行役員チーフインベストメントオフィサー、
金沢シニアインベストメントマネジャー、
柳葉シニアインベストメントマネジャー、永嶋インベストメントマネジャー

強みの源泉となる4つの特色

“経営者と個別面談” 企業面談では必ず、財務担当者でなく、実際に意思決定する
経営者とチーム全員で個別面談を行います。

“完全なチーム運用”
新興成長企業は判断が難しいため、様々な経験・視点を持つ
メンバーによる完全なチーム運用を実施。投資判断は個人に
依存しません。

“定期面談”
IPO（株式の新規公開）時にほとんど全ての企業に面談調査を
行い、革新的な企業と判断した企業とは、以後、定期的に面談
を実施しています。

“厳選50社パッケージ” 革新的な企業を３つの成長ステージに分類し、各ステージごとに
今が旬となる「厳選50社パッケージ」の構築に努めます。

エンジェルジャパン・アセットマネジメント社について

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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 ●エンジェルジャパン社では、企業の成長ステージに合わせた３つのポートフォリオを提供しています。
 ●本ファンドは、財務体質が健全で着実な成長が見込まれる企業であるが、何らかの理由で株価が
大幅に過小評価される局面に着目します。

※各タイプの組入銘柄は重複しません。

＜助言ファンド受賞履歴＞
2010年 助言ファンドが格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2010」受賞

2012年
助言ファンドがリッパー・ジャパン「リッパー・ファンド・アワード2012最優秀ファンド」受賞
助言ファンドが格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2012」受賞

2013年 助言ファンドが格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2013」受賞
2015年 助言２ファンドが格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2015」受賞
2016年 助言３ファンドが格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2015」受賞（5部門）

2017年
助言３ファンドが「トムソン・ロイター・リッパー・ファンド・アワード2017最優秀ファンド」受賞
助言３ファンドが格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2017」受賞（5部門）

2018年
助言2ファンドが「トムソン・ロイター・リッパー・ファンド・アワード2018最優秀ファンド」受賞
助言3ファンドが格付投資情報センター「R&Iファンド大賞2018」受賞

2019年
助言2ファンドが「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン最優秀ファンド」受賞
助言2ファンドが格付投資情報センター「R&I ファンド大賞2019」受賞

※過去10年間におけるエンジェルジャパン社の助言ファンドの受賞歴
■「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（毎年3月末における3年間の定量評価。ただし、その正確性及び
完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証す
るものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格
付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請さ
れています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
■トムソン・ロイターリッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイターリッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買
を推奨するものではありません。トムソン・ロイターリッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォー
マンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基
づいていますが、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。

エンジェルジャパン社が提供する３つの投資戦略

革新的な
企業群

本ファンド

新規公開後、
爆発的な成長を遂げる企業

【新規公開型】

成長性はありながら、何らかの理由で
割安状態で放置されている企業

が

【堅実割安型】

成長の踊り場から、
新たな成長期を迎える企業

【新成長型】

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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組入銘柄を選ぶポイント

1 財務体質が健全な企業

2 黒字継続、あるいは、堅実成長が見込まれる企業

3 株価が大幅に過小評価されている企業

4 経営者との『個別直接面談調査』の蓄積がある企業

健全な企業の成長イメージ
空気がいっぱい詰まっている企業ほど、
高いところから落下する場合には、
株価の反発力（リターン）が
高まる傾向があります。

※上記はイメージ図であり、ファンドの将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

（エンジェルジャパン社の哲学）市況に関わらず魅力的なポートフォリオの構築
 ●マーケット全体の値動きを「日本という森」に、企業をその森を構成する「1本1本の木」に例えると、
森全体が明日大きくなるのか、小さくなるのかを的中させることは非常に困難です。
 ●しかしながら、1本1本の木を丹念に調べて健康状態をチェックすることで、「この木は大きく
育ちそうだな」という風に予想することはできます。もちろんその予想が外れることもありますが、
マーケット全体の動きを見るよりは高い精度で予想することが可能ではないかと考えております。

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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 ●本ファンドでは1社に依存しすぎないよう分散投資を徹底しています。
 ●個別直接面談調査により約50社に厳選して投資を行い、組入れ時には徐々に買付けを行う
「時間の分散」も図ります。また、株価が上昇しても1銘柄ごとのファンド組入比率は原則４％未満を
維持します。

過去の銘柄組入の投資判断の一例

高松機械工業（6155、東証1部）の場合
工作機械メーカーで、CNC旋盤（コンピュータによる数値制御）が主力。リーマンショックに続く世界
同時大不況の影響を受けて株価も大幅調整したが、受注が回復している中で過小評価が続く状況に
着目して投資。
→目標達成で売却。

⬇
継続フォローを続ける中で、成長確度は変わらないが再び株価が調整して割安な水準になったと
判断して再度組入。
→目標達成で売却。

[出所]Bloomberg、エンジェルジャパン・アセットマネジメント提供データよりＳＢＩアセットマネジメント作成
※上記銘柄は、過去に組入を行った銘柄を例として、それぞれ投資を行う局面が異なることを示したものです。個別企業を推奨するものではありま
せん。

極めて慎重な投資手法

全売却

全売却

組入開始組入開始

組入開始組入開始

1,800
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1,200

1,000

800
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400

200

0
2001/2 2003/2 2005/2 2007/2 2009/2 2011/2 2013/2 2015/2 2019/22017/2 （年/月）

上場来株価推移
（2001年2月21日～2019年8月30日）

継続的に個別直接面談調査を実施

保有比率４％を超える部分に関しては
日々売却して利益確定

（円）

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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本ファンドの運用手法①



 ●本ファンドでは堅実な成長が見込まれる企業で、かつ株価が大幅に過小評価されている企業を
厳選し続けています。しかも、株価上昇に応じて都度入れ替えることで、常に割安な成長企業の
組入れを目指しています。つまり、投資家の皆様に代わって、“割安で組入、割高で売却する”と
いう行動をファンドで行っています。

本ファンドの銘柄組入イメージ

その時々で常に割安な
約50社を組入

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

（円）

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 （年）

マザーファンドの基準価額推移
（設定来（2006年7月31日）～2019年8月末）

直近のマザーファンド組入銘柄の状況
期初
銘柄数

新規
組入

期末
銘柄数

年平均＊ 59 15 56

＊2018年8月末～2019年8月末
 

本ファンドの組入上位銘柄の変遷

2017年8月末 2018年8月末
銘柄名 比率 銘柄名 比率

1 ニチハ 3.3% 1 東京個別指導学院 3.8%

2 アミューズ 3.3% 2 ブロードリーフ 3.4%

3 SHOEI 3.3% 3 ジェイエイシーリクルートメント 3.3%

4 ラウンドワン 3.2% 4 SHOEI 3.3%

5 日進工具 3.2% 5 ジョイフル本田 3.3%

※組入比率はいずれもマザーファンドの純資産総額比です。
※本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため、マザーファンドの運用状況を表示しています。
[出所]ＳＢＩアセットマネジメント

今が旬の成長割安50社パッケージを提供

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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本ファンドの運用手法②



基準日：2019年8月30日
基準価額 12,621円 純資産総額 38,169百万円

期間騰落率

期間 騰落率

直近3カ月 1.1%

直近６カ月 -1.1%

直近１年 -14.8%

直近3年 48.4%

設定来 41.6%

※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は、信託報酬控除後の値です。
※騰落率は、税引前分配金を再投資したものとして算出した税引前分配金投資基準価額により
計算しています。
※過去の実績であり、将来を予測・保証するものではありません。

収益分配金（税引前）の推移

決算期
第5期 第6期 第7期 第8期

設定来累計
2018年1月22日 2018年7月23日 2019年1月22日 2019年7月22日

分配金 150円 140円 0円 120円 1,510円
※収益分配金は１万口当たり円単位です。
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆、保証するものではありません。

組入上位10銘柄
銘柄名 業種 比率

1 プレステージ・インターナショナル サービス業 3.9%

2 ラウンドワン サービス業 3.8%
3 ヨコオ 電気機器 3.7%
4 ＳＨＯＥＩ その他製品 3.6%
5 プロトコーポレーション 情報・通信業 3.4%

6 ポールトゥウィン・ピット
クルーホールディングス 情報・通信業 3.3%

7 大塚商会 情報・通信業 3.2%
8 ニチハ ガラス・土石製品 3.2%
9 ジョイフル本田 小売業 3.2%
10 くら寿司 小売業 2.9%
※組入比率はいずれもマザーファンドの純資産総額比です。
※本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため、マザー
ファンドの運用状況を表示しています。

※四捨五入により100％にならない場合があります。
[出所]BloombergよりSBIアセット・マネジメント作成

22,000

19,000

16,000

13,000

10,000
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15/7 15/11 16/3 16/7 16/11 17/3 17/7 17/11 18/3 18/7 18/11 19/3 19/7 （年/月）

（円）
1,200

960

720

480

240

0

（億円）

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）

＜設定来(設定日：2015年7月10日)の基準価額等の推移＞

現金等
2.9%

その他
11.8%

化学
3.3%

その他製品
6.6%

小売
8.1%

機械
9.1%

電気
機器
14.7%

情報・通信業
20.3%

サービス業
23.2%

業種別構成比率

3000億円以上
4.9%

1000億円～
3000億円未満
27.2%

500億円～
1000億円未満
23.5%

100億円～
500億円未満
41.3%

～100億円未満
3.1%

時価総額別構成比率

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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※以下、「ジェイリバイブ」とは、「中小型割安成長株・マザーファンド」（2006年7月31日設定）を指します。

 ●エンジェルジャパン社による確かな銘柄選定によって、「ジェイリバイブ」は長期に渡って、代表的
な株価指数を大幅に上回るリターンを上げています。特に2008年からの10年間は常にＴＯＰＩＸ、
日経ジャスダック平均を凌駕するリターン実績を上げています。

「ジェイリバイブ」設定来のパフォーマンス
700

600

500

400

300

200

100

0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 （年）

TOPIX（配当込み）
125

日経ジャスダック平均
150

ジェイリバイブ
460

累積リターン

ジェイリバイブ
TOPIX（配当込み）
日経ジャスダック平均

※データ期間：2006年7月末～2019年8月末、ジェイリバイブの設定日(2006年7月31日)の基準価額を100として指数化
※TOPIX（配当込み）、日経ジャスダック平均は本ファンドのベンチマーク及び参考指数ではありません。
[出所]BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成

年次騰落率の推移（2006年～2018年）
高い TOPIX
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※データ期間：2006年7月末～2018年12月末
※2006年の年次騰落率は7月末から12月末までの値。
[出所]BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成　　

相場に負けにくい運用を実現

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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 ●ファンドの運用においては、「高いリターンを上げている＝優れた運用」とは限りません。なぜな
ら、よりリスクの高い資産や銘柄に投資をした結果、高いリターンを得ている可能性があるから
です。
 ●しかしながら、「ジェイリバイブ」はその運用方針・高い調査力により、国内株式に投資するのと
比べ、同程度のリスクで、高いリターンを獲得しており、圧倒的な投資効率（シャープレシオ＊1）を
実現しています。

＊1： 「シャープレシオ」とは、リターンを得るためにどれくらいのリスクをとっているかを計測します。数値が大きいほど、効率的な運用が行われたと
いうことになります。

各資産クラスとの投資効率性比較（期間5年）　

国内株式
シャープレシオ=0.29

（リターン4.98％ ÷ リスク17.45％）

ジェイリバイブ
シャープレシオ=0.91

（リターン15.83％ ÷ リスク17.38％）

20

15
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5

0

-5

-10

（％）

低い

年
率
リ
タ
ー
ン

高い

0 5 10 15 20（％）

高い年率リスク（標準偏差）低い

国際債券
国内債券

ヘッジファンド

コモディティ

国内REIT国内REIT

国際株式

国際REIT国際REIT

※データ期間：2014年8月末～2019年8月末
※ジェイリバイブは「中小型割安成長株・マザーファンド」の実績値を使用
※各資産クラスはモーニングスターのカテゴリー平均を使用
※国際株式、国際債券、国際REITは、為替ヘッジ無し
[出所]モーニングスターホームページよりＳＢＩアセットマネジメント作成

トップレベルの投資効率性

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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 ●一般的に長期投資を行うことで、リターンのブレが小さくなり、リターンが安定する傾向があり
ます。
 ●下図は過去にジェイリバイブへ投資を開始した日から5年間保有したときのトータルリターンの
推移を表しています。投資家は、どのタイミング（月末基準）で投資を開始しても、5年間保有
すれば、約8割の確率でプラスのリターンを得られていたことになります。

「ジェイリバイブ」の5年トータルリターンの推移
600％

500％

400％

300％

200％

100％

0％

-100％
2006/07 2007/07 2008/07 2009/07 2010/07 2011/07 2013/07 2014/072012/07

（年/月）

プラスの
回数①

マイナスの
回数②

勝率
①÷（①＋②）

最大
リターン

最小
リターン

平均
リターン

ジェイリバイブ 86 12 88% 516% -28% 238%

＜ご参考＞
TOPIX（配当込み） 72 26 73% 163% -55% 51%

※2006年7月～2014年8月の各月末に投資を開始し、5年保有した場合のトータルリターン（騰落率）
※ジェイリバイブはマザーファンドの実績値を使用
[出所]BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成

長期保有効果

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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 ●本ファンド、つまり中小型株に投資するにあたって、有効な投資手法が「長期の積立投資」です。
一般的に、一定の間隔を置いて分散投資することで価格変動リスクを低減させる効果があると
言われています。
 ●下図は過去に本ファンドに5年間積立投資した場合のシミュレーションです。代表的な大型株指
数に投資した場合と比べて、大きな投資成果を獲得していることがわかります。

長期積立投資のシミュレーション（2014年9月末～2019年8月末）
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0
2014/9 2017/9 2018/9 （年/月）2016/92015/9

（万円）

累計投資金額
600万円

TOPIX（配当込み）
に積立投資
621万円

ジェイリバイブ
に積立投資
747万円

評価額の状況
（2019年8月末）累計投資金額

ジェイリバイブ
TOPIX（配当込み）

※2014年9月末に10万円を各資産に投資し、以降、毎月末に10万円ずつ投資を行い、2019年8月末まで運用したと仮定した場合。なお、購入時
手数料は考慮していません。
※「ジェイリバイブに積立投資」は、過去のマザーファンドの運用実績をもとにシミュレーションしたものであり、本ファンドの将来の運用成果を示唆
あるいは保証するものではありません。
※「ジェイリバイブ」はマザーファンドの実績であり、実際には毎月等金額での購入はできません。また、TOPIX(配当込み）は指数であり、それそのもの
に投資することはできません。
[出所]BloombergよりＳＢＩアセットマネジメント作成

積立効果

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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組入銘柄のご紹介（2019年8月末時点）
※下記の「銘柄紹介」は本ファンドのご理解を深めていただくために会社の開示資料等を基にエンジェルジャパン・アセットマネジメントが独自に作成した
ものであり、銘柄への投資を推奨するものではありません。また、本ファンドでの保有を約束するものではありません。下記内容は2019年8月
30日現在のものであり、将来予告なく変更する場合があります。

プレステージ・インターナショナル　（4290、東証1部）
業種：サービス業　時価総額：1,198億円

事業内容

コールセンター業務など、企業の業務代行を提供している。
損害保険会社向けの自動車の事故・故障に対する電話対応
やレッカー搬送、分譲マンションや賃貸物件の入居者に対す
る住宅トラブル対応や家賃保証サービスなど。顧客企業の
社名を名乗ったサービス提供している。

強み・着眼点

 ●高度な専門性に加え、大規模案件にも対応できるよう、秋田・山形・富山の3県を中心に大規模コールセンターへの
積極投資を続けている点が強み。
 ●センター内のスタッフは全て正社員として雇用、託児所や社員寮など福利厚生の充実、地域イベントへの積極参
加、スポーツチーム運営といった取り組みも行う。こうして定着した社員がノウハウを蓄積し、更に高度な業務を受
託するという好循環を形成している。

ラウンドワン　（4680、東証1部）
業種：サービス業　時価総額：1,656億円

事業内容

ボウリングをはじめとした複合アミューズメント施設を全国
展開。カラオケやスポーツ体験コーナー、ゲームなど多彩な
遊びを組み合わせたり、新たな料金体系を提案したりするこ
とで新たな顧客層を拡大している。さらなる成長を目指して
米国にも積極進出。

強み・着眼点

 ●多彩な遊びを組み合わせて相乗効果を生み集客力を高めると同時に、サービス毎の好不調の波を平準化させ、外
部環境や嗜好が変化する中でも勝ち残り拡大を続けている。
 ●直近では新システム『ROUND1 LIVE』を導入。これは、ボウリングやカラオケのシステムに通信機能を活用して、
離れた別店舗にいる人同士でも一緒に楽しめる仕組みで、新しい遊び方を提案している。
 ●海外事業にも積極的で、米国事業の収益貢献が本格化しつつある。米国も新たな柱として育てながらグループ全
体での着実な成長を図る方針。

※写真はイメージです。

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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組入銘柄のご紹介（2019年8月末時点）
※下記の「銘柄紹介」は本ファンドのご理解を深めていただくために会社の開示資料等を基にエンジェルジャパン・アセットマネジメントが独自に作成した
ものであり、銘柄への投資を推奨するものではありません。また、本ファンドでの保有を約束するものではありません。下記内容は2019年8月
30日現在のものであり、将来予告なく変更する場合があります。

ヨコオ　（6800、東証1部）
業種：電気機器　時価総額：558億円

事業内容

マイクロウェーブ（高周波デジタル通信）技術やアンテナ技
術に強みを持つ電子部品メーカー。特に自動車分野に強く、
売上の7割は車載用通信機器が占めている。車載用通信機
器は高速移動中に使うため、安定的に継続的な受信が求め
られる高付加価値分野で、同社ではラジオ受信やGPS電波
受信、ETC電波受信、電子キー用アンテナなどのセンサモ
ジュールなど幅広い製品を提供している。

強み・着眼点

 ●自動車は今後電子化が著しく進み、自動運転化やアシスト機能が高まると予想されるが、そのためには外部の情報
をセンサーやアンテナで高速で取り込んで処理する必要がある。
 ●また、それを支える通信インフラも5G（次世代通信システム）に代わる予定で、より高付加価値な機器が求められ
るため、技術力の強みが一層発揮される。

ＳＨＯＥＩ　（7839、東証1部）
業種：その他製品　時価総額：631億円

事業内容

住宅などの外壁に使用される窯業系外壁材のトップメー
カー。窯業系外壁材はセメントと繊維を主な原料として板状
に形成した建材で、従来のモルタル工法よりも工期が短く、
様々なデザイン・色が選べることから急速に普及が進み、国
内新築戸建て住宅の8割弱で採用。

強み・着眼点

 ●業界の先駆者として画期的な製品を開発し続け、国内で５割近いシェアを誇る。インクジェット方式のカラー印刷を
活用して本物のレンガやタイルに近い色柄を実現したほか、耐候性に優れた塗料を用いて“変色・褪色15年保証”
を実現。2018年には塗料をさらに進化させて“30年保証”をも実現した。一般的な塗装品では10年ごとの塗り替
えが必要だが、それが不要となる。
 ●住宅向けにとどまらず、2016年には商業施設やオフィスビルの用途に応える内外壁材を開発。窯業系とは思えな
い鏡面仕上げが特徴で、製品開発力の高さを示している。

※写真はイメージです。

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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基準価額の変動要因
本ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を
投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する中小型株式等の価格変動は、株式
市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
したがって、投資者の皆様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。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。

主な変動要因

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・
需給等を反映して変動します。本ファンドは株式の価格が変動した場合、基準価額
は影響を受け損失を被ることがあります。

流 動 性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場
実勢から期待される価格で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は
影響を受け、損失を被ることがあります。

信 用 リ ス ク
投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等
により、株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け損失を被ることがあり
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。

その他の留意点
• 本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。
• 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
• 銀行など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。
• 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収
益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
• 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場
合があります。
• 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因と
なります。
• 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点があり
ますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じた
場合などには、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。

リスクの管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を
設けて行っています。

ファンドの関係法人
＜委託会社＞
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
（ファンドの運用指図を行います。）
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第311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

＜受託会社＞
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（ファンド財産の保管・管理等を行います。）

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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お申込みメモ

購 入 単 位 販売会社がそれぞれ定める単位とします。（当初元本1口＝1円）
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

購 入 価 額 購入申込受付日の基準価額
（ファンドの基準価額は１万口当たりで表示しています。）

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 販売会社がそれぞれ定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額となります。換金手数料はか
かりません。

換 金 代 金 換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いいたします。

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。
※受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください。

換 金 制 限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口解約に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

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金の
お申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合
があります。

信 託 期 間 無期限（設定日：2015年7月10日）

繰 上 償 還 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります。

決 算 日 年2回（原則として1月と7月の各22日。休業日の場合は翌営業日。）

収 益 分 配
年2回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※販売会社によっては分配金の再投資コースを設けています。
　詳しくは販売会社にお問い合わせください。

信託金の限度額 1,000億円

公 告 原則として、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/

運 用 報 告 書 ファンドの決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。

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、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用
対象です。配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※ 税制が改正された場合には、変更となる場合があります。税金の取扱いの詳細については、
税務専門家にご確認されることをお勧めします。

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
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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3.3％（税抜：3.0％）を上限として販売会社が定める手数
料率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせくだ
さい。

購入時の商品説明、情報
提供及び事務手続き等に
かかる対価

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.3％を乗じて得た額とします。 換金に伴う有価証券売買
委託手数料等の費用

■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 ）

ファンドの日々の純資産総額に年1.848%（税抜：年1.68％）を乗じて得た額とします。当該報酬は
毎日計上され、毎計算期末及び信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
＜信託報酬の配分（税抜）＞

支払先 料率 役務の内容

委託会社 年0.96％ ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー
等の対価

販売会社 年0.67％ 購入後の情報提供、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及び事務手続き等の対価

受託会社 年0.05％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
委託会社の報酬より、投資顧問（助言）会社への報酬が支払われます。

その他の費用
及 び 手 数 料

ファンドの監査費用、有価証券売買時の売買手数料、信託事務の諸費用、目論見書・有価証券
届出書・有価証券報告書・運用報告書作成などの開示資料の作成、印刷にかかる費用及びこれらに
対する税金をファンドより間接的にご負担いただきます。監査費用を除き運用状況などにより変動
するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、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。

税金
税金は以下の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、課税方法などにより異なる場合があります。

時　　期 項　　目 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)時及び償還時 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％

※復興特別所得税を含みます。

• 上記は2019年7月末現在のものです。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。
• 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡ及びジュニアＮＩＳＡをご利用の場合、毎年一定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が一定
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が対象となります。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、税務専門家にご確認されることをお勧めします。

○巻頭の「本資料のお取扱いについてのご留意事項」を必ずご確認ください。
19

本ファンドに係る費用・税金



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [144 144]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


