
交付運用報告書 926214

○当ファンドは、投資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。右記＜照会先＞
ホームページにアクセスし、「基準価額一覧」もし
くは「ファンド検索」から当ファンドのファンド名
称を選択することにより、ファンドの詳細ページに
おいて運用報告書（全体版）を閲覧およびダウン
ロードすることができます。

○運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交
付されます。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。

＜照会先＞
● ホームページアドレス

http://www.am.mufg.jp/
● お客さま専用フリーダイヤル

0120-151034
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時、
土・日・休日・12月31日～１月３日を除く）

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号

三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド
（安定型）

追加型投信／内外／資産複合

第34期（決算日：2017年２月７日）

作成対象期間
（2016年８月９日～2017年２月７日）

第34期末（2017年２月７日）

基準価額 10,497円

純資産総額 976百万円

騰落率 2.9％

分配金合計 150円

（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。

受益者のみなさまへ
投資家のみなさまにはご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）は、このたび第34期の決算を行いました。
当ファンドは国内債券、国内株式、外国債券および外国株式を実質的な主要投資対象とし、原則それぞれの
基本ポートフォリオに沿った資産配分により運用を行ってまいりました。
当期は、国内株式市況の上昇により国内株式マザーファンドの基準価額が上昇したことに加えて、外国株式
市況の上昇や為替市況における主要通貨に対する円安進行などにより世界株式マザーファンドの基準価額が
上昇したことなどから基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。一方で、国内株式マザーファンド
のパフォーマンスがベンチマークを下回ったことなどがマイナスに影響し、ベンチマークを下回りました。
ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後の資産配分計画については、国内株式をオーバーウェイト、国内債券をアンダーウェイト、外国株式お
よび外国債券を中立とする資産配分を継続する方針です。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

基準価額等の推移

純資産総額（右目盛） 基準価額（左目盛）

分配金再投資基準価額（左目盛） ベンチマーク（左目盛）
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運用経過

当期中の基準価額等の推移について （第34期：2016/８/９～2017/２/７）

基準価額の動き
基準価額は期首に比べ2.9％（分配金再投資ベース）の上昇となり
ました。

ベンチマークとの差異
ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（3.6％）を0.7％下
回りました。

第34期首：10,347円
第34期末：10,497円

（既払分配金 150円）
騰落率 ： 2.9％

（分配金再投資ベース）

・ベンチマーク（ファンドの運
用を行うにあたって運用成果
の目標基準とする指標）は、
合成インデックスです。詳細
は最終ページの「指数に関し
て」をご参照ください。

・ベンチマークは、期首の値を
ファンドの基準価額と同一に
なるように指数化していま
す。

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの
運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、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
た、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意くださ
い。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

国内株式市況の上昇を受け、国内株式マザーファンドの基準価額が上昇し
たほか、外国株式市況の上昇や為替市況における主要通貨に対する円安進
行などを受け、世界株式マザーファンドの基準価額が上昇したことなどが
プラス要因となりました。

下落要因
国内債券市況の下落を受け、国内債券マザーファンドの基準価額が下落し
たことなどがマイナス要因となりました。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

１万口当たりの費用明細 （2016年８月９日～2017年２月７日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 74円 0.703％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数

÷年間日数）

(投信会社) (38) (0.357) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算

出、目論見書等の作成等の対価

(販売会社) (32) (0.303) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情

報提供等の対価

(受託会社) ( 5) (0.043) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実

行等の対価

(b) 売買委託手数料 1 0.013 (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

有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

(株式) ( 1) (0.013)

(c) 有価証券取引税 0 0.001 (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

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

(株式) ( 0) (0.001)

(d) その他費用 2 0.021 (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) ( 2) (0.019) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる

費用

(監査費用) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

(その他) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合計 77 0.738

期中の平均基準価額は、10,547円です。

（注）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・解約により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。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額

のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたも

ので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

最近５年間の基準価額等の推移について （2012年２月７日～2017年２月７日）

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの

運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、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

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意くださ

い。

・分配金再投資基準価額、ベンチマークは、2012年２月７日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

・海外の指数は基準価額の反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

最近５年間の年間騰落率

2012/２/７ 2013/２/７ 2014/２/７ 2015/２/９ 2016/２/８ 2017/２/７
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 8,357 9,432 10,172 10,629 10,399 10,497
期間分配金合計（税込み）（円） － 0 200 450 250 150
分配金再投資基準価額騰落率 － 12.9％ 10.0％ 9.0％ 0.1％ 2.4％
ベンチマーク騰落率 － 12.3％ 9.8％ 9.8％ 0.2％ 3.2％
純資産総額（百万円） 1,115 1,153 999 1,009 990 976

・ファンド年間騰落率は、ベンチマーク年間騰落率と比較するため、収益分配金（税込み）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。実際のファンドにおいては、分配金を再投

資するか否かは受益者ごとに異なり、また課税条件によっても異なるため、上記の騰落率は一律に受益者の収益率を示

すものではない点にご留意ください。

ベンチマークは、合成インデックスです。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部
に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数
で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指
数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利
は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯ
ＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。東京証券取引所は、Ｔ
ＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの
算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更も
しくは使用の停止を行う権利を有しています。
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東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

市況の推移
（期首を100として指数化）

◎国内株式市況
・期首から2016年10月にかけては、米国
の早期利上げ観測などを背景に円安が
進み、企業業績の改善期待が高まった
ことなどから上昇しました。

・その後、米国の大統領選挙でトランプ
氏が勝利したことを受けて一時下落し
たものの、トランプ氏の減税や財政支
出拡大、規制緩和などの政策に対する
期待が高まったことなどから上昇しま
した。

・12月中旬から期末にかけては、英国の
欧州連合（ＥＵ）離脱に関して不透明
感が高まったことや、米国の移民政策
への警戒感などから上値が重い展開と
なりました。

投資環境について （第34期：2016/８/９～2017/２/７）

◎外国株式市況
・期首から2016年11月にかけては、米国
の早期利上げ懸念や、ドイツ大手銀行
への信用不安、イタリアの憲法改正を
問う国民投票などへの不透明感などか
ら下落する場面があったものの、石油
輸出国機構（ＯＰＥＣ）総会での原油
減産合意を受けて原油価格が上昇した
ことなどから株価は上昇に転じまし
た。

・12月から期末にかけては、トランプ米
大統領による減税や財政支出拡大、規
制緩和など政策への期待が高まったこ
とや、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が金融
緩和策の延長を発表したことなどを好
感し、上昇しました。

・期を通じてみると株式市況は上昇しま
した。

・ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ インデック
ス）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世
界の先進国で構成されています。ＭＳＣＩ Kokusai Index
（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（米ドル
ベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、
ＭＳＣＩ Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財
産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
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ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ
インデックス）（円換算ベース）

市況の推移
（期首を100として指数化）
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

・シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）は、

Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されてい

る、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債券インデックスです。
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シティ世界国債インデックス（除く日本、Local）

市況の推移
（期首を100として指数化）

◎外国債券市況
・欧米の債券市況は、2016年11月に実施
された米国の大統領選挙の結果を受け
て、トランプ新政権による積極的な財
政出動への期待感が高まったことなど
を背景にインフレが加速するとの見通
しが広がり、欧米金利が上昇したこと
などから、下落しました。

・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックスとは、野村證券株

式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマン

スインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融

債、事業債および円建外債等で構成されており、ポート

フォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーショ

ン等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ

総合インデックスは野村證券株式会社の知的財産であり、

当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関

係ありません。

97

98

99

100

101

2016/８/８ 2016/10/６ 2016/12/６ 2017/２/６

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス

市況の推移
（期首を100として指数化）

◎国内債券市況
・2016年11月の米国大統領選挙で財政出
動に積極的と見られるトランプ氏が勝
利し、米国金利が上昇したことなどを
受けて、国内長期金利は期末にかけて
上昇しました。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）
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為替レート（円・ユーロ）為替レート（円・ドル）

為替市況の推移
（期首を100として指数化）

◎為替市況
・欧米諸国と日本の金利差が拡大したこ
となどから、米ドルやユーロは対円で
上昇しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）＞
・基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得
をめざして運用を行いました。

・当期の資産配分の推移は以下の通りです。

（ご参考）
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資産別組入比率の推移（月末ベース）
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

＜当期の基本ポートフォリオおよび資産配分計画＞

国内株式 外国株式 国内債券 外国債券 短期金融商品

基本ポートフォリオ 20.0％ 10.0％ 57.0％ 10.0％ 3.0％

当期の資産配分計画

期首～2016年10月下旬まで 20.0％ 10.0％ 57.0％ 10.0％ 3.0％

10月下旬～11月中旬まで 21.0％ 10.0％ 56.0％ 10.0％ 3.0％

11月中旬～12月上旬まで 22.0％ 11.0％ 55.0％ 9.0％ 3.0％

12月上旬～期末まで 21.0％ 10.0％ 56.0％ 10.0％ 3.0％

・組入比率は期首には、内外株式、内外債券を中立としていました。
・2016年10月下旬には、円安・米ドル高が進行していることなどを背景に、企業業績改善
期待が高まると見込み、国内株式を中立からオーバーウェイト（投資比率を基準となる
配分比率より多くすること）へ引き上げた一方、国内債券を中立からアンダーウェイト
（投資比率を基準となる配分比率より少なくすること）へ引き下げました。

・11月中旬には、各資産の相対的魅力度を比較した結果、国内株式のオーバーウェイト幅
を拡大し、外国株式を中立からオーバーウェイトへ引き上げた一方、国内債券のアン
ダーウェイト幅を拡大し、外国債券を中立からアンダーウェイトへ引き下げました。

・12月上旬には、各資産の相対的魅力度を比較した結果、国内株式のオーバーウェイト幅
を縮小し、外国株式をオーバーウェイトから中立へ引き下げた一方、国内債券のアン
ダーウェイト幅を縮小し、外国債券をアンダーウェイトから中立へ引き上げ、期末まで
その資産配分を維持しました。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

（ご参考）
組入上位10業種
期首（2016年８月８日） 期末（2017年２月７日）

（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

電気機器
10.8％

情報・通信業
9.2％

機械
7.5％

銀行業
6.6％

輸送用機器
6.3％

化学
6.0％小売業

5.9％

建設業
5.8％

医薬品
5.5％

サービス業
5.2％

その他
31.3％

電気機器
11.4％

機械
8.9％

情報・通信業
8.7％

化学
8.7％

銀行業
8.3％輸送用機器

7.9％

建設業
5.7％

不動産業
4.9％

ガラス・
土石製品
4.0％

保険業
3.7％

その他
27.9％

＜国内株式マザーファンド＞
基準価額は期首に比べ14.6％の上昇となりました。

・内外需を問わず「好業績・割安銘柄」の選択が有効とみており、従来同様、株価上昇ポ
テンシャルの高い銘柄の組み入れを行いました。

・組入銘柄数は概ね80～90銘柄程度で推移させました。構造改革を推進している銘柄、政
策や市場の変化の恩恵を受ける銘柄、業績成長の確度が高い銘柄、独自の増益要因を有
している銘柄など、企業の業績動向に着目した投資を行いました。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

（ご参考）
利回り・デュレーション
期首（2016年８月８日）

最終利回り 0.0％

直接利回り 0.8％

デュレーション 8.7年

期末（2017年２月７日）

最終利回り 0.2％

直接利回り 0.8％

デュレーション 8.6年

・数値は債券現物部分で計算しております。

・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。

・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。

・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回

り」を示すものではありません。

・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を

含めて計算しています。

＜世界株式マザーファンド＞
基準価額は期首に比べ16.7％の上昇となりました。

・組入銘柄数は概ね120銘柄程度で推移させました。景気動向に左右されることなく独自の
成長シナリオを有すると見込まれる銘柄群に投資を行いました。

＜国内債券マザーファンド＞
・基準価額は期首に比べ2.2％の下落となりました。

・日本の公社債を高位に組み入れた運用を行いました。
・米国の段階的な利上げ観測やトランプ新政権の政策に対する期待感の高まりなどの外部
環境の変化が、国内金利の上昇要因になると考えた一方、日本銀行が長短金利操作付き
量的・質的金融緩和策を実施したことを背景に、金利の上昇幅は限定的になると考えた
ことなどから、デュレーション（平均回収期間や金利感応度）はニュートラルを軸と
し、状況に応じて対応しました。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

＜世界債券マザーファンド＞
・基準価額は期首に比べ2.4％の上昇となりました。

・外国債券を高位に組み入れた運用を行いました。
・金利戦略では、期首は世界的な低金利環境が継続すると考えたことから、ユーロ圏を中
心にデュレーションをベンチマーク対比長めとしましたが、2016年11月の米国大統領選
挙の結果を受けて、世界的に金利が上昇すると考えたことから、デュレーションをベン
チマーク対比短めに変更しました。

（ご参考）
利回り・デュレーション
期首（2016年８月８日）

最終利回り 0.7％

直接利回り 2.3％

デュレーション 7.9年

期末（2017年２月７日）

最終利回り 1.1％

直接利回り 2.7％

デュレーション 6.2年

・数値は債券現物部分で計算しております。

・最終利回りとは、個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。

・直接利回りとは、個別債券等についての表面利率を加重平均したものです。

・利回りは、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの「期待利回

り」を示すものではありません。

・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

・デュレーション調整のため、債券先物を組み入れることがあります。この場合、デュレーションについては債券先物を

含めて計算しています。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）＞
基準価額はベンチマークに比べ、0.7％下回りま
した。その主な要因は国内株式マザーファンドの
パフォーマンスがベンチマークを下回ったこと
や、信託報酬等コストなどがマイナスに影響した
ことによるものです。

・ファンドの騰落率は分配金込みで計算していま

す。

0.0％

0.5％

1.0％

1.5％

2.0％

2.5％

3.0％

3.5％

4.0％

2016/８/８～2017/２/７

ファンド ベンチマーク

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）

＜国内株式マザーファンド＞
ファンドの騰落率は、ベンチマーク（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））の騰落率
（16.1％）を1.5％下回りました。

（プラス要因）
◎銘柄
・日本ハム：食肉市況高の継続に加え、加工事業の収益改善を見込んでオーバーウェイト
とし、好調な企業決算などが好感され株価が上昇し、アウトパフォーム（運用成果が上
回る）しました。

（マイナス要因）
◎銘柄
・あい　ホールディングス：主力のセキュリティ機器事業の業績拡大を見込んでオーバー
ウェイトとしましたが、情報機器事業が伸び悩み、業績への期待が後退したことなどか
ら株価が下落し、アンダーパフォーム（運用成果が下回る）しました。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

＜世界株式マザーファンド＞
ファンドの騰落率は、ベンチマーク（ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ イン
デックス）（円換算ベース））の騰落率（14.4％）を2.3％上回りました。

（プラス要因）
◎銘柄
・FIRST REPUBLIC BANK/CA（米国、銀行）：健全な経営方針のもと安定成長を遂げている
ことからオーバーウェイトとし、米大統領選でトランプ氏が勝利し、金融業界への規制
緩和期待などから株価が上昇しアウトパフォームしました。

（マイナス要因）
◎銘柄
・ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC（米国、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン
ス）：開発する希少疾病向けの治療薬の将来性を評価しオーバーウェイトとしていまし
たが、試薬の１つが臨床試験中止となったことなどから株価が下落し、アンダーパ
フォームしました。

＜国内債券マザーファンド＞
ファンドの騰落率は、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス）の騰落
率（－2.2％）と同程度となりました。

（プラス要因）
・相対的に金利上昇幅が小さかった15－20年ゾーンをベンチマーク対比多めとしたことな
どがプラスに寄与しました。

（マイナス要因）
・相対的にパフォーマンスが良好だった政府保証債や地方債をベンチマーク対比少なめと
したことなどがマイナスに影響しました。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

＜世界債券マザーファンド＞
ファンドの騰落率は、ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算
ベース））の騰落率（3.0％）を0.6％下回りました。

（マイナス要因）
◎金利戦略
・期首から11月にかけて世界的に金利が上昇した中で、デュレーションをベンチマーク対
比長めとしたことなどがマイナスに影響しました。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次
表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきまして
は、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第34期

2016年８月９日～2017年２月７日

当期分配金 150

（対基準価額比率） 1.409％

当期の収益 49

当期の収益以外 100

翌期繰越分配対象額 1,690

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率と

は異なります。

（注）当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合がありま

す。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）＞
◎運用環境の見通し
・米国経済は、内需主導による景気回復基調が継続すると想定します。加えて、新政権に
よる減税やインフラ投資など財政政策への期待なども景気にプラスに寄与すると想定し
ます。一方、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げおよび金利上昇による住宅
市場への影響などはリスク要因と考えます。

・欧州経済は、各国での選挙を控え、政治に係る不透明感は残存するものの、対米ドルで
のユーロ安を背景とした欧州主要国の企業景況感改善などが景気を下支えすると考えま
す。加えて、ＥＣＢによる量的緩和プログラムの延長も景気下支え要因と考えます。

・国内経済は、米ドルやユーロに対する円安進行を背景とした企業業績の改善などが景気
回復にプラスに寄与すると想定します。加えて、日本銀行による金融緩和姿勢の継続も
景気下支え要因と考えます。一方、米国新政権による対外政策の不透明感は不安材料と
考えます。

◎今後の運用方針
・以上のような運用環境の見通しのもと、資産配分計画は国内株式を強め、国内債券を弱
め、外国株式および外国債券を中立とする資産配分を継続する方針です。

＜基本ポートフォリオおよび当面の資産配分計画＞

国内株式 外国株式 国内債券 外国債券 短期金融商品
基本ポートフォリオ 20.0％ 10.0％ 57.0％ 10.0％ 3.0％
当面の資産配分計画 21.0％ 10.0％ 56.0％ 10.0％ 3.0％

＜国内株式マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・米国や国内経済の改善基調に加えて、国内の株式市況は円安などにより堅調な相場展開
を見込んでいます。従来通り、業績に伸張期待が持てる銘柄でバリュエーション面から
割安感のある銘柄が買われるとみています。海外要因での不透明感が依然残ることか
ら、業績安定性の高い銘柄への選好も継続します。

◎今後の運用方針
・内外需を問わず「好業績・割安銘柄」の選択が有効とみており、従来同様、株価上昇ポ
テンシャルの高い銘柄の組み入れを行う予定です。構造改革を推し進める銘柄、持続的
な成長確度が高い銘柄、独自の増益要因を有している銘柄など、企業の業績動向に着目
した投資を継続します。業種戦略としては、投資魅力の高い個別銘柄が多い不動産業や
機械、化学などをオーバーウェイトとしていますが、為替動向や各国の政策およびマク
ロ動向に留意しつつ業種リスクの水準自体を機動的にコントロールする方針を継続しま
す。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

＜世界株式マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・米国株式市況は、高値を試す展開を予想します。引き続き雇用統計やインフレ率の状況
を注視するとともに、ＦＲＢによる金融政策の動向に注目します。

・欧州株式市況は、英国の国民投票後ＥＵ離脱に関する動向などから不透明感は残るもの
の、金融緩和に下支えられ、米国経済の回復や中国経済の安定化とともに緩やかに成長
を続けると予想します。

◎今後の運用方針
・北米市場では、景気動向に左右されることなく独自の成長シナリオを有する銘柄群を買
い付ける方針です。個別銘柄毎の競争力や収益成長性に着目して一般消費財・サービス
や金融などをオーバーウェイトとする一方、長期的な成長性が見込める銘柄が少ないと
みている生活必需品、エネルギー、公益事業などをアンダーウェイトとします。

・欧州市場においても、景気動向に左右されることなく独自の成長シナリオを有する銘柄
群を買い付ける方針です。資本財・サービス、金融などをオーバーウェイトとする一
方、長期的な成長が見込める銘柄が少ないとみているヘルスケアなどをアンダーウェイ
トとします。

＜国内債券マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・米国では、トランプ新政権の経済政策に対する不透明感が燻っていると考えます。ま
た、日本では、消費者物価上昇率が日本銀行の目標水準を依然下回っていることなどか
ら、日本銀行の金融緩和姿勢はしばらく継続すると考えます。このような環境下、国内
長期金利はレンジ内での展開を予想します。

◎今後の運用方針
・国内長期金利はレンジ内での展開を予想していることから、デュレーションについては
状況に応じて機動的に対応する方針です。

＜世界債券マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・米国長期金利は、米国経済が堅調に推移していることを背景にＦＲＢによる利上げが継
続されると予想することなどから、上昇する展開を想定します。

・欧州長期金利は、ＥＣＢによる緩和的な金融政策の継続が金利の低下要因になると考え
られる一方、2016年12月のドイツの消費者物価指数が市場予想を上回るなど、インフレ
期待が高まることが金利の上昇要因になると考えられることから、もみ合う展開を想定
します。

◎今後の運用方針
・前述の通り、米国の長期金利が上昇すると想定していることなどから、デュレーション
はベンチマーク対比短めを軸に、状況に応じて対応する方針です。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

お知らせ

2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差
益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税
15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われま
す。））の税率が適用されます。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取
り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

当該投資信託の概要

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間 無期限（2000年２月８日設定）

運 用 方 針

主として、マザーファンドを通じて国内債券57％、国内株式20％、外国債券
10％、外国株式10％および短期金融商品３％の比率で配分した基本ポート
フォリオのもと分散投資を行い、個別資産毎にアクティブ運用を行います。
当社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を
積み上げることを図ります。各資産につきましては、基本ポートフォリオに
おける各資産毎の比率から±５％以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。
ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行いま
す。資産配分については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受
けることとします。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則
として為替ヘッジを行いません。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド

国内債券マザーファンド受益証券、国内株式マザーファン
ド受益証券、世界債券マザーファンド受益証券および世界
株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。こ
のほか、当ファンドで直接投資することがあります。

国内株式マザーファンド
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭
登録株式を主要投資対象とします。

世界株式マザーファンド 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。

国内債券マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。

世界債券マザーファンド 日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

運 用 方 法
国内債券、国内株式、外国債券および外国株式を実質的な主要投資対象と
し、それぞれの基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長
期的に安定した収益の獲得をめざします。

分 配 方 針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を
分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託
会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わな
いことがあります。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

○上記は、2012年２月から2017年１月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な

資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。

○各資産クラスの指数

日本株　：ＴＯＰＩＸ（配当込み）

先進国株：ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

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）

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）

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

※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

・騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

組入ファンド

（組入銘柄数：４銘柄）

ファンド名
第34期末

2017年２月７日

国内債券マザーファンド 55.5％

国内株式マザーファンド 21.8％

世界株式マザーファンド 10.8％

世界債券マザーファンド 9.9％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する各マザーファン

ドの評価額の割合です。

・上記のうち、上位３ファンドについては、「組入上位

ファンドの概要」を後掲しています。

純資産等

項目
第34期末

2017年２月７日

純資産総額 976,712,892円

受益権口数 930,435,249口

１万口当たり基準価額 10,497円

・当期中において

追加設定元本は12,409,132円

同解約元本は　22,905,005円です。

種別構成等

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余

裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

マザーファンド受益証券

98.0％

コール・ローン等

2.0％

【資産別配分】
その他

2.0％

日本

98.0％

【国別配分】

円

100.0％

【通貨別配分】

当該投資信託のデータ

当該投資信託の組入資産の内容 （2017年２月７日現在）
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

基準価額の推移 組入上位10銘柄
（組入銘柄数：33銘柄）

銘柄 種類 国 業種／種別 比率

１ 第124回利付国債（５年） 債券 日本 国債 13.1％

２ 第150回利付国債（20年） 債券 日本 国債 10.4％

３ 第129回利付国債（５年） 債券 日本 国債 7.3％

４ 第126回利付国債（５年） 債券 日本 国債 6.0％

５ 第153回利付国債（20年） 債券 日本 国債 5.3％

６ 第128回利付国債（５年） 債券 日本 国債 5.1％

７ 第341回利付国債（10年） 債券 日本 国債 4.4％

８ 第140回利付国債（20年） 債券 日本 国債 4.0％

９
第61回地方公共団体金融
機構債券（財投機関債）

債券 日本 特殊債 4.0％

10 第７回東日本旅客鉄道 債券 日本 社債 3.9％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

・なお、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）でご覧いただけます。

基準価額

2016/８/８ 2016/10/６ 2016/12/６ 2017/２/６

13,800

14,000

14,200

14,400
(円) (2016年８月８日～2017年２月７日)

種別構成等

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余

裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

コール・ローン等
1.1％

国内債券
98.9％

【資産別配分】
その他
1.1％

日本
98.9％

【国別配分】

円
100.0％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （2016年８月９日～2017年２月７日）

該当事項はございません。

組入上位ファンドの概要

国内債券マザーファンド （2017年２月７日現在）

968194
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

組入上位ファンドの概要

国内株式マザーファンド （2017年２月７日現在）

968204

基準価額の推移 組入上位10銘柄
（組入銘柄数：84銘柄）

銘柄 種類 国 業種／種別 比率

１
三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ

株式 日本 銀行業 4.0％

２ ソフトバンクグループ 株式 日本 情報・通信業 3.7％
３ 日本電信電話 株式 日本 情報・通信業 2.7％
４ 三菱商事 株式 日本 卸売業 2.5％
５ 東京海上ホールディングス 株式 日本 保険業 2.2％
６ 日産自動車 株式 日本 輸送用機器 2.2％
７ 塩野義製薬 株式 日本 医薬品 2.1％
８ 三和ホールディングス 株式 日本 金属製品 2.1％
９ 東ソー 株式 日本 化学 2.0％
10 いすゞ自動車 株式 日本 輸送用機器 1.9％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・なお、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）でご覧いただけます。

2016/８/８ 2016/10/６ 2016/12/６ 2017/２/６

7,000

8,000

9,000

10,000
(円) (2016年８月８日～2017年２月７日)

基準価額

種別構成等

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余
裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

国内株式
97.2％

コール・ローン等
2.8％

【資産別配分】
その他
2.8％

日本
97.2％

【国別配分】 【通貨別配分】

円
100.0％

１万口当たりの費用明細 （2016年８月９日～2017年２月７日）

項目
当期

金額 比率
(a) 売買委託手数料 3円 0.038％

（株式） (3) (0.038)
合計 3 0.038

期中の平均基準価額は、8,526円です。

（注）１万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近
の決算期のものです。
費用項目の概要については、２ページの注記をご参
照ください。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未

満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して
100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は
四捨五入してあります。
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

基準価額の推移 組入上位10銘柄
（組入銘柄数：119銘柄）

銘柄 種類 国 業種／種別 比率
１ AMAZON.COM INC 株式 アメリカ 小売 4.3％
２ FIRST REPUBLIC BANK/CA 株式 アメリカ 銀行 3.7％
３ MARKETAXESS HOLDINGS INC 株式 アメリカ 各種金融 2.3％
４ FACEBOOK INC-A 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 2.2％

５ ILLUMINA INC 株式 アメリカ
医薬品・バイオテクノロ
ジー・ライフサイエンス

2.0％

６ TD AMERITRADE HOLDING CORP 株式 アメリカ 各種金融 2.0％
７ TESLA INC 株式 アメリカ 自動車・自動車部品 1.9％
８ ALPHABET INC-CL C 株式 アメリカ ソフトウェア・サービス 1.8％
９ MARKEL CORP 株式 アメリカ 保険 1.7％
10 MARTIN MARIETTA MATERIALS 株式 アメリカ 素材 1.7％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

・なお、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）でご覧いただけます。

2016/８/８ 2016/10/６ 2016/12/６ 2017/２/６

16,000

18,000

20,000

22,000
(円) (2016年８月８日～2017年２月７日)

基準価額

種別構成等

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。

・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余

裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

コール・
ローン等
3.1％

外国株式
96.9％

【資産別配分】
その他
19.6％

イギリス
5.5％

スウェーデン
6.5％

アメリカ
68.3％

【国別配分】
その他
11.7％

ユーロ
5.4％

イギリス
ポンド
6.5％

スウェーデン
クローネ
6.5％

アメリカドル
70.0％

【通貨別配分】

１万口当たりの費用明細 （2016年８月９日～2017年２月７日）

項目
当期

金額 比率
(a) 売買委託手数料 8円 0.043％

（株式） ( 8) (0.043)
(b) 有価証券取引税 1 0.005

（株式） ( 1) (0.005)
(c) その他費用 29 0.154

（保管費用） (29) (0.154)
（その他） ( 0) (0.001)

合計 38 0.202
期中の平均基準価額は、18,699円です。

（注）１万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近

の決算期のものです。

費用項目の概要については、２ページの注記をご参

照ください。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未

満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して

100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は

四捨五入してあります。

組入上位ファンドの概要

世界株式マザーファンド （2017年２月７日現在）

968224
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三菱ＵＦＪ ライフ・バランスファンド（安定型）

指数に関して

○ファンドのベンチマークである『合成インデックス』について

当社が独自に指数化する合成インデックスとは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス57％、東証株価指数（ＴＯＰ

ＩＸ）20％、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）10％、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコク

サイ インデックス）（円換算ベース）10％、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したもの

です。

○「ファンドと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

ＴＯＰＩＸ（配当込み）
ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯ

ＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その

他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法

の変更、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（配当込み）の商標の変更もしくは使用

の停止を行う権利を有しています。

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構

成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に

帰属します。

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興

国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産

権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資

収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證

券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本）
シティ世界国債インデックス（除く日本）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、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債券インデックスです。

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエル

シーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建ての

エマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著

作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。






