
■組入上位10業種

業種 比率

1 電気機器 17.1%

2 化学 9.1%

3 情報・通信業 6.6%

4 輸送用機器 6.5%

5 卸売業 6.3%

6 医薬品 6.0%

7 精密機器 5.9%

8 銀行業 5.7%

9 サービス業 5.6%

10 食料品 4.0%

■組入上位10銘柄

銘柄 業種 比率
参考指数
構成比

1 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス サービス業 2.3% 0.0%

2 シスメックス 電気機器 2.3% 0.3%

3 コスモエネルギーホールディングス 石油・石炭製品 2.1% 0.1%

4 リクルートホールディングス サービス業 2.1% 1.4%

5 ＴＩＳ 情報・通信業 2.0% 0.1%

6 アサヒグループホールディングス 食料品 2.0% 0.4%

7 協和キリン 医薬品 2.0% 0.1%

8 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 2.0% 0.1%

9 サントリー食品インターナショナル 食料品 2.0% 0.1%

10 オリンパス 精密機器 2.0% 0.5%

組入銘柄数: 63銘柄

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・業種は、東証33業種で分類しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コール
ローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

■基準価額および純資産総額の推移
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・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
・信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）です。

参考指数は、当ファンドのベンチマークではありません。
詳しくは、後記の「本資料で使用している指数について」をご覧ください。

・参考指数は、設定日を10,000として指数化しています。

■基準価額および純資産総額

基準価額（１万口当たり） 10,776円

　前月末比 +428円

純資産総額 15.51億円

■分配金実績（１万口当たり、税引前）

決算期 決算日 分配金

第17期 2021/11/22 1,100円

第16期 2020/11/20 0円

第15期 2019/11/20 250円

第14期 2018/11/20 0円

第13期 2017/11/20 1,200円

第12期 2016/11/21 0円

　設定来累計 5,950円

・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、
あるいは分配金が支払われない場合があります。

■騰落率

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 設定来

ファンド 4.1% 2.7% 4.0% 6.4% 24.5% 77.7%

参考指数 3.7% 2.1% 2.3% 2.1% 24.0% 74.7%

・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。
また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。
・分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

■資産構成

比率

実質国内株式 95.4%

内　現物 95.4%

内　先物 0.0%

コールローン他 4.6%

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド

〈愛称：ファミリー・フレンドリー〉

追加型投信／国内／株式

月次レポート

2022年

07月29日現在
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・ファミリー・フレンドリー評価上位企業とは全調査対象企
業のうちファミリー・フレンドリー評価の観点から上位1/3
以上に位置する企業です。

・オーバーウェイト比率とは実際の組入比率がＴＯＰＩＸの時価構成比を上
回っている割合です。

・当ファンドはファミリー・フレンドリー評価が高く、かつ割安な株価水準に
ある銘柄を中心にＴＯＰＩＸに対してオーバーウェイトとしていますが、ＴＯＰ
ＩＸ構成銘柄に採用されていない銘柄を組み入れる場合があります。

■ファミリー・フレンドリー格付別組入比率

比率

ファミリー・フレンドリー評価上位企業 84.7%

その他 10.7%

■オーバーウェイト比率上位30銘柄

銘柄 オーバーウェイト比率

1 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 2.2%

2 コスモエネルギーホールディングス 2.1%

3 シスメックス 2.0%

4 ウシオ電機 1.9%

5 日本特殊陶業 1.9%

6 住友林業 1.9%

7 ＴＩＳ 1.9%

8 サントリー食品インターナショナル 1.9%

9 協和キリン 1.9%

10 ＮＥＣネッツエスアイ 1.8%

11 堀場製作所 1.8%

12 熊谷組 1.8%

13 富士電機 1.8%

14 野村不動産ホールディングス 1.8%

15 マツダ 1.7%

16 三菱瓦斯化学 1.7%

17 芙蓉総合リース 1.7%

18 アサヒグループホールディングス 1.7%

19 三井住友トラスト・ホールディングス 1.6%

20 日東電工 1.5%

21 ＩＮＰＥＸ 1.5%

22 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 1.5%

23 三菱地所 1.4%

24 オリンパス 1.4%

25 富士フイルムホールディングス 1.4%

26 ローソン 1.3%

27 オリックス 1.2%

28 キヤノン 1.2%

29 ディー・エヌ・エー 1.2%

30 東京海上ホールディングス 1.1%

■運用担当者コメント（マザーファンドベース）

「ファミリー・フレンドリー企業」としての評価が高く、かつ独自の理論株価モデルで算出される割安度が高い銘柄を多く組み入

れつつ、業種構成や規模構成などの要素については参考指数（ＴＯＰＩＸ）と過度にカイ離しないようにポートフォリオを構築し運

用しました。

7月のパフォーマンスは野村不動産ホールディングス、日東電工、三菱瓦斯化学等がマイナスに影響したものの、シスメックス、

堀場製作所、リクルートホールディングス等がプラスに寄与したことにより、ファンド全体では参考指数を上回りました。

今後におきましては、個別銘柄ベースでのファミリー・フレンドリー評価に変更があった場合、あるいは業績予想、株価水準等

が大きく変化し割安度が低下した際には、ファンドコンセプトを維持するために銘柄入替を実施いたします。（運用担当者：指

田）

・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・市況の変動等により方針通りの運用が行われ
ない場合があります。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド

〈愛称：ファミリー・フレンドリー〉
月次レポート

追加型投信／国内／株式

2022年

07月29日現在
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ファミリー・フレンドリー企業としての評価は、グッドバンカー社からの投資助言に基づいて行います。

グッドバンカー社便り ～グッドバンカー社からのコメントを原則としてそのまま掲載しています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド

〈愛称：ファミリー・フレンドリー〉

追加型投信／国内／株式

月次レポート

2022年

07月29日現在

ESG投資は自分を知ること

金融庁は、7月12日に「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範（案）」を公表し、パブリックコメントを公募しています。これ
は、ESG評価・データ提供機関に期待される役割が増す中、その評価の透明性や公平性等について行動規範を定めるべく、
行われているものです。そして、各機関に、規範の趣旨に賛同し、これを受け入れる旨の表明（公表）を呼びかけ、受入機関
はこの規範の諸原則・指針を実施するか、実施しない場合はその理由を説明するという、いわゆる企業が発表している「コー
ポレート・ガバナンス報告書」と同じ形式（コンプライ・オア・エクスプレイン）をとるようです。
原則の中では、ESG評価・データの品質確保、そのための専門人材等の確保および専門的能力の育成、独立性の確保・利
益相反の管理、透明性の確保、守秘義務、企業とのコミュニケーションなどが求められています。さらに、ESG評価・データを
投資判断等に活用する機関投資家やアセットオーナーなどに対しても、そのESG評価・データについて、評価の基本的な目
的・方針のほか、手法等について理解し、投資判断においてどのようにその評価・データを利用するかについての基本的な
考え方を明らかにすべきと提言しています。そして、企業に対しても、ESG関連情報をわかりやすく開示すべきと提言していま
す。

ESG投資は、もともと「環境」「社会」「ガバナンス」に配慮した経営を行うことで、会社の持続可能な成長と、持続可能な社会
の形成をめざすものです。これまで、人権問題や不祥事等の課題を抱えた企業や、たばこやアルコール、ギャンブル、ポル
ノ、兵器等の産業には投資をしないなど、それぞれの価値観で投資が行われてきました。
しかし、ロシアのウクライナ侵攻以降、その「持続可能性」に対する考え方に変化が見られます。特に地政学的リスクを強く認
識する欧州では、一部で、自国を守るための防衛産業が、持続可能な社会のために必要だと考えるようになったのです。そ
して、ESGファンドであっても、軍需産業への投資を可能とする運用会社も出てきました。
一方で、安易に防衛産業と言いかえることで、同産業を社会的に持続可能であるとすることへの懸念も示されています。どの
ような社会を求め、投資していくかは、投資家の価値観によります。今回の行動規範から浮かび上がってくるのは、そのESG
商品がどのような目的や基準で評価されたものなのか、またそれをどのように投資判断に利用しているのかを知ることによっ
て、個人投資家としての自分の価値観を判断する材料になり得るということではないでしょうか。そして、自分にとっての持続
可能性とは何かを考えることは、実は自分自身を知ることだと言えるでしょう。

INPEX（鉱業、1605）
① ファミリー･フレンドリーへの取り組み
同社は、グローバル企業として高い国際競争力を有する組織づくりに取り組むため、ダイバーシティ&インクルージョン（D&I）を
推進しています。女性の活躍推進に向け、国内では2023年3月末までに管理職における女性比率を3%、さらに2025年度中に
6%とすることを目標としています。グループ全体では既に女性管理職比率が5%を超えているほか、国内でも女性の社外取締
役及び社外監査役をそれぞれ1名選任しており、2020年3月には初めて社内昇進により女性執行役員が就任するなど、着実
に登用が進んでいます。
また、D&Iに関する基本的な考え方に基づき、ワーク・ライフ・バランスを推進しており、2019年よりフレックスタイム制を全社的
に導入、2020年より事務所勤務者を対象に在宅勤務制度を導入したのに加え、2021年からはフレックスタイム制におけるコ
アタイムを廃止するなど、従業員の事情に応じて働ける環境づくりを進めています。さらに、社内公募制度の拡充や社内副業
制度の新設を通じ、従業員の意欲を引き出しながら適切な人材配置につなげるとともに、自身のキャリアを自立的に発掘でき
る環境を整えています。
② グッドバンカー社の評価ポイント
D&Iそのものが革新を生み出す原動力となり、組織の能力を向上させるとの考えに基づき、継続的にダイバーシティ推進に取
り組み、積極的に制度の拡充を行っている点を評価します。
2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大時に、同社はそれ以前からフレックスタイム制度や在宅勤務を導入・導入検討
を進めていたことから、非常事態の中でもスムーズに全社的に在宅勤務へと移行することができました。このように、社会情
勢の変化に応じ、柔軟かつしなやかに体制を整え、エネルギーの安定供給という同社の使命に応えていくことが、今後もます
ます必要となります。2022年に入り、世界のエネルギー事情は難しい局面を迎えています。加えて、世界的なネットゼロカー
ボンへの志向により、エネルギー業界にとって、まさに革新が求められる状況にあります。D&Iの強化により、同社が「INPEX
HR VISION」に掲げる4つの柱、「INPEXを 高に働きがいのある会社に」「組織パフォーマンスの 大化」「次世代リーダー育
成と全体のレベルアップ」「世界に通用する専門性で、事業戦略に貢献」を実現し、企業価値を高め競争優位となることを期待
します。

■ファミリー・フレンドリー評価ポイント

■ＳＲＩ業界コメント

3/7



グッドバンカー社便り ～グッドバンカー社からのコメントを原則としてそのまま掲載しています。

■本資料で使用している指数について
・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
の時価総額加重方式により算出される株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研
の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る
標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド

〈愛称：ファミリー・フレンドリー〉
月次レポート

追加型投信／国内／株式

2022年

07月29日現在

信越化学工業（化学、4063）
① ファミリー・フレンドリーへの取り組み
人事政策の基本を人間尊重として、ワークライフバランスに配慮した人事制度整備と人材育成に取り組んでいます。
働き方改革では、2020年4月に導入したテレワーク制度は営業と管理部門に加え工場の一部でも実施しており、1997年に導
入済みのフレックスタイム制度との組み合わせで、働く人の環境に合わせた柔軟な働き方を可能にしています。育児支援で
もテレワークの活用が推奨されており、2021年度の育休利用者は女性社員99名、男性社員88名となっています。女性活躍
支援では、まず母集団を増やすために、「採用時の女性比率を事務系40%、技術系10%とする」との目標を掲げ、ロールモデル
となる女性管理職を増やし、成長への動機づけを支援する研修などの拡充で「2025年度に係長を含む女性管理職者の数を
2014年度比で4倍にする」ことをめざします。連結売上高の7割が海外である同社は、グローバル人材育成にも力を入れてお
り、異文化の中で自分の考えを言葉にして伝える意識を育てる「異文化間コミュニケーション研修」を実施。2021年度からは
AI研修を開始し、AIに精通した技術者の育成にも努めています。
②  グッドバンカー社の評価ポイント
「全ての企業活動の礎は人材」との考えのもと、安全・安心の職場づくりと人材育成、多様性確保に向けた取り組みに注力し
ている点を評価します。
柔軟な勤務体制について、「業務時間を家庭の事情に合わせることができ、安心して仕事に取り組める」との声が上がってお
り、会社と社員との信頼関係の高まりが伺えます。同社では自社製品が化粧品や食品添加物等に使用されていることから、
女性の視点が貴重と考えており、既に研究職や営業職での女性の活躍が見られるそうです。グローバル人材育成の研修で
は「相手を尊重する気持ちを持った意思疎通の重要性に気付いた」、AI研修では「AIは課題解決の手段の1つとの認識で業
務に臨みたい」との意見があり、各研修が知識の習得にとどまらず、あらゆる業務に応用できる視野の広がりを生む効果も出
ています。
「営業、開発、製造の三位一体のモノづくり」で世界トップシェアの塩化ビニル樹脂をはじめとする素材を生産する同社にとっ
て、付加価値の高い製品を開発するイノベーションの創出の重要度は増しています。多様性を持つ従業員が育ち、意欲とやり
がいを持って業務に取り組み、同社の企業競争力をさらに高めていくかを注視して参ります。

三菱UFJフィナンシャル・グループ（銀行業、8306）
① ファミリー・フレンドリーへの取り組み
一人ひとりが「成長と挑戦」を通じて、継続的に「自律的キャリア形成」を達成できる組織・風土づくりを行うことが、中長期的に
めざす姿である「世界に選ばれる、信頼のグローバル金融グループ」の礎になると考え、制度拡充と風土醸成を進めていま
す。働き方改革では、対面の重要性も念頭に置きながらリモートワークの活用も推し進め、ペーパーレス化などのインフラ整
備も伴って、在宅勤務比率は88.7%（2021年度実績）に達しています。育児支援については、「男女ともに仕事と育児を両立で
きる職場環境」をめざし、2019年度からは男性社員に約1カ月間の育児休業・休暇の取得を推奨する等の取り組みを開始し、
男性育休取得率100%を目標に掲げています。女性の活躍推進に関しては、銀行、信託、証券の3社で、2024年3月末までに
日本国内の女性のマネジメント（次課長以上のポスト）比率を20%とする合同数値目標を設定し、上位職の女性社員に対する
選抜研修やメンタリングプログラムを実施しています。キャリア形成施策としては、拠点長公募や若手登用公募、社内外副業
制度に加え、スタートアップへの出向を可能とする「オープンEX」や自ら事業を創ることができる「Position Maker」制度も設定
しています。
②  グッドバンカー社の評価ポイント
チャレンジすることを求め、多様な人材が新しい価値が生み出すことを理解し、充実した制度を運用していると高く評価しま
す。リモートワークの一定定着を見込み、銀行本館を建て替えて持株・銀行・信託・証券の本部機能を集約した「MUFG本館」
とする計画が進められており、柔軟な働き方による社員のモチベーションアップにとどまらず、グループ一体運営の深化と、人
が集う場だからこそ生まれるイノベーションの創出も期待できます。男性育休取得率は2021年実績で、銀行98%、信託91%、
証券100%となっており、銀行では累積346名の男性社員が20営業日の休暇を取得しました。女性活躍支援によって、2022年
4月現在、銀行、信託、証券などグループ会社で計19人の女性役員が就任しており、マネジメント層での意思決定の多様性
につながっています。2021年末時点で、オープンEX制度は49人、Position Maker制度は41人が利用しており、受け身の姿勢
ではなく、自身で道を切り開いていく人材が育ってきています。銀行法改正により、顧客の脱炭素化を支援するシステムをは
じめとするデジタル化への対応など、銀行の業務領域は広がっています。同グループが、人材の多様性と自律的なキャリア形
成支援を推し進め、企業競争力をさらに高めることを期待します。

■ファミリー・フレンドリー評価ポイント

■ファミリー・フレンドリー評価ポイント

・グッドバンカー社からのコメントは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、三菱ＵＦＪ国際投信の個々のファンドに影響を与えるものでは
なく、投資勧誘・販売を目的とするものではありません。

・業界コメント等については、グッドバンカー社が信頼できると判断した情報に基づき構成されていますが、内容の正確性あるいは完全性については、これ
を保証するものではありません。

4/7



追加型投信／国内／株式

三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド

〈愛称：ファミリー・フレンドリー〉

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンドの目的・特色

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

投資リスク

■基準価額の変動要因
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損
益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が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。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

■ファンドの目的
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、「ファミリー・フレンドリー企業」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格（理論株価）に対し
て割安と判断される銘柄に投資を行うことにより、長期的な値上がり益の獲得をめざします。

■ファンドの特色
・ファンドにおいて「ファミリー・フレンドリー企業」とは「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業」をいいます。ファミリー・フレ
ンドリー企業としての評価は、グッドバンカー社からの投資助言に基づいて行います。

・個別銘柄の理論株価および理論株価に対する割安度の測定については、三菱ＵＦＪ信託銀行と同社グループの投資理論研究機関「ＭＴＥＣ」（三
菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所）が共同開発した「理論株価モデル」を活用します。

・ＳＲＩ（Socially Responsible Investment：社会的責任投資）とは、財務的な観点からだけでなく、特に社会的存在として企業のあり方を評価して投
資する運用手法です。

・ファンドはＳＲＩの一分野である「ファミリー・フレンドリー」をテーマとしたファンドです。

■ファンドの仕組み
・運用は主に三菱ＵＦＪ ＳＲＩマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

■分配方針
・年1回の決算時（11月20日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
・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。また、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。

■その他の留意点
・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。
・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や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がありま
す。

・収益分配金の水準は、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。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。
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。

・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追
加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

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、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響
を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

信用
リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれら
に関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなるこ
と、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性
リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な
流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格
での取引となる可能性があります。
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追加型投信／国内／株式

三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド

〈愛称：ファミリー・フレンドリー〉

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

手続・手数料等

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、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）の内容を必
ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情

報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環
境等や運用成果等を示唆・保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。●投資信
託は、預金等や保険契約とは異なり、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。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、

投資者保護基金の補償の対象ではありません。●投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404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

＜ホームページアドレス＞ https://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9：00～17：00）

●受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

■お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額
購入申込受付日の基準価額
※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

換金単位 販売会社が定める単位（ただし、1万口を上回らないものとします。）／販売会社にご確認ください。

換金価額 換金申込受付日の基準価額

換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。

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ものを当日の申込分とします。

換金制限 ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに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、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止するこ

とがあります。

信託期間 無期限（2004年12月3日設定）

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、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日 毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年1回の決算時に分配を行います。
販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税関係

課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償

還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）

の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を

ご覧ください。

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料
購入価額に対して、上限3.3％（税抜 3％）（販売会社が定めます）

（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

信託財産留保額 ありません。

お客さま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）
日々の純資産総額に対して、年率1.65％（税抜 年率1.5％）をかけた額

その他の費用・

手数料

監査法人に支払われるファンドの監査費用・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・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・その他信託事務の処理にかかる諸費用等についてもファンドが負担しま

す。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または

　 償還時にファンドから支払われます。

※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

   なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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2022年07月29日現在

商号
日本証券業

協会

一般社団法人
日本

投資顧問業
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

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○
株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）

登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○ ○
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

ファンド名称：三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド

登録番号等

販売会社情報一覧表

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は下記の販売会社まで

　　　・商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。 ・商号欄に（※）の表示がある場合は新規申込のお取扱いを中止しております。
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