
交付運用報告書

○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。

三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス

追加型投信／国内／株式

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 ジャパン・アクティブ・プラスは、このたび第11期の決算を行いました。
当ファンドは、ジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券、および日本・小型株・ファンド・マザー
ファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行ってまいりました。
当期は、ジャパン・アクティブ・マザーファンド85％程度、日本・小型株・ファンド・マザーファンド15％
程度の投資配分を維持し、ジャパン・アクティブ・マザーファンド、および日本・小型株・ファンド・マ
ザーファンドの基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しま
した。ここに運用状況をご報告申し上げます。
引き続き、２つのマザーファンドに投資することにより、パフォーマンス向上に努める所存です。
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。

第11期（決算日：2017年８月21日）

作成対象期間

（2016年８月23日～2017年８月21日）

第11期末（2017年８月21日）

基準価額 10,195円

純資産総額 1,868百万円

騰落率 29.4％

分配金合計 400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。
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・ 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。

・ 参考指数は、東証株価指数

（ＴＯＰＩＸ）です。詳細は

終ページの「指数に関し

て」をご参照ください。

・ 参考指数は、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。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について （第11期：2016/８/23～2017/８/21）

基準価額の主な変動要因

基準価額の動き 基準価額は期首に比べ29.4％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

上昇要因
国内株式市場全体の上昇と合計組入比率を高位に維持していた２つのマ
ザーファンドの上昇が基準価額の上昇要因となりました。

第11期首： 8,187円
第11期末：10,195円

（既払分配金 400円）
騰落率 ： 29.4％

（分配金再投資ベース）



項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 155円 1.612％ (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) ( 72) (0.752) 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) ( 72) (0.752) 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) ( 10) (0.108) 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 20  0.206  (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) ( 20) (0.206) 

(c) その他費用 0  0.003  (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

(監査費用) (  0) (0.003) 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

合計 175  1.821  

期中の平均基準価額は、9,598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。

(2016年８月23日～2017年８月21日)
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１万口当たりの費用明細



三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス

3

最近５年間の基準価額等の推移について （2012年８月20日～2017年８月21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、参考指数は、2012年８月20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。

参考指数は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。詳細は 終ページの「指数に関して」をご参照ください。

最近５年間の年間騰落率

2012/８/20 2013/８/20 2014/８/20 2015/８/20 2016/８/22 2017/８/21
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 4,609 7,274 8,593 10,193 8,187 10,195
期間分配金合計（税込み）（円） － 0 0 1,300 0 400
分配金再投資基準価額騰落率 － 57.8％ 18.1％ 33.7％ －19.7％ 29.4％
参考指数騰落率 － 47.2％ 13.7％ 26.9％ －19.7％ 22.4％
純資産総額（百万円） 2,350 2,703 2,670 2,281 1,813 1,868

・ ファンド年間騰落率は、参考指数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。
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投資環境について （第11期：2016/８/23～2017/８/21）

◎国内株式市況
・期首から2016年10月下旬にかけては、
日本銀行の上場投資信託（ＥＴＦ）買
い入れ増額によって株式市場が下支え
される期待が広がったこと、マイナス
金利の深掘り見送りで金融機関の業績
懸念が後退したこと、国内企業業績の
底打ち期待が高まったことなどを背景
に、国内株式市況は上昇しました。

・11月から2017年３月上旬にかけては、
トランプ候補が米国大統領選挙に勝利
したことを受けて、トランプ氏の掲げ
る積極的な財政出動などが米国経済を
押し上げるとの期待が高まったことや
国内企業業績の重しとなっていた円
高・米ドル安傾向が反転したことなど
から、国内株式市況は大きく上昇しま
した。

・３月中旬から４月中旬にかけては、オ
バマケア代替案について共和党内で調
整が難航しているとの報道を受けてト
ランプ大統領の政策執行に対する懸念
が高まったこと、北朝鮮によるミサイ
ル発射を契機に地政学リスクが高まっ
たこと、フランス大統領選挙で反欧州
連合（ＥＵ）を掲げるルペン候補への
警戒感が高まったことなどを背景に、
国内株式市況は下落しました。

・４月下旬から７月下旬にかけては、地
政学リスクが後退したことやフランス
大統領に親ＥＵ派のマクロン氏が当選
したことに加え、堅調な国内企業業績
の発表などを背景に、国内株式市況は
大きく上昇しました。

・８月上旬から期末にかけては、トラン
プ政権の混乱や北朝鮮リスクが再び高
まったこと、円高進行などにより、国
内株式市況は下落となりましたが、期
を通じては上昇となりました。

・ 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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◎国内小型株式市況
・国内では日本銀行の金融政策や政府の
経済対策に対する期待感、また2016年
11月の米国大統領選ではトランプ候補
が勝利し、政策への期待感による米国
株高などを背景に、期首から2017年３
月下旬まで上昇基調が続きました。

・４月上旬から中旬にかけては、シリア
情勢や北朝鮮問題など地政学リスクへ
の警戒感が高まり下落する場面もあり
ましたが、その後は地政学リスクに対
する過度な警戒感が後退したことや、
フランス大統領選の結果から欧州情勢
の不透明感が後退したことなども加わ
り、期末まで上昇基調が続きました。・ RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスは、RUSSELL/NOMURA 

日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。
RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスは、わが国の全金
融商品取引所全上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安
定持株控除後）の98％超をカバーするRUSSELL/NOMURA Total 
Marketインデックスのうち、時価総額下位約15％の銘柄に
より構成されています。
RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスは、Russell Investments
と野村證券株式会社が作成している株価指数で、当該指数
に関する一切の知的財産権その他一切の権利はRussell 
Investmentsと野村證券株式会社に帰属します。また、
Russell Investmentsと野村證券株式会社は、ファンドの運
用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
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当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス＞
・当ファンドは、期を通じてジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券（以下、
ジャパン・アクティブ・マザー）と日本・小型株・ファンド・マザーファンド受益証券
（以下、小型マザー）へ投資しました。

・２つのマザーファンドの合計組入比率は高位で維持しました。
・投資配分はジャパン・アクティブ・マザー85％程度、小型マザー15％程度を基本として
いますが、定量分析や投資環境会議での経済・市場見通しを勘案し、サイズの方向感が
乏しいと判断したたため、期中、中立で推移させました。

・投資配分は中立を維持していたため、アローケション効果はございませんでした。
・期末現在の組入比率は、ジャパン・アクティブ・マザーを81.4％、小型マザーを16.1％

としています。なお、時価変動及び期末の分配金支払対応により一時的に中立としてい
る投資配分比率から若干乖離しております。

＜ジャパン・アクティブ・マザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ27.8％の上昇となりました。

・わが国の株式の中から、「資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ、優れた
マネジメント力で継続的な利益成長や企業再生・復活が期待できる銘柄」を厳選し投資
することにより、値上がり益の獲得をめざし、銘柄選定を行いました。

・組入銘柄数は67～71銘柄程度で推移させました。株価水準と企業の競争力や業績の変化
などを勘案し、より割安と判断される銘柄への入れ替えを機動的・継続的に行いまし
た。当期では、本田技研工業や日本写真印刷など43銘柄を新規に組み入れました。ま
た、日本電信電話や大塚ホールディングスなど40銘柄を全株売却しました。

【ベンチマークとの比較】
　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（22.4％）
を5.4％上回りました。

・個別銘柄選択の結果として、その他製品をベンチマーク比オーバーウェイトとしていた
ことなどがプラスに寄与し、業種配分はプラスとなりました。銘柄選択効果もプラスと
なり、トータルではベンチマークを上回りました。パフォーマンスに寄与・影響した主
な要因は以下の通りです。

（プラス要因）
◎銘柄
・伊藤忠商事：総合商社大手の一社。繊維、住生活・情報、食料などに強みを有する。積
極的な株主還元姿勢などへの評価に加え、中国大手複合企業ＣＩＴＩＣおよびタイ大手
複合企業チャロン・ポカパングループとの戦略的業務・資本提携を通じた中国展開によ
る売上拡大に期待し、期首より組み入れを継続しました。堅調な業績動向が好感された
ことなどを受けて株価は堅調に推移し、プラスに寄与しました。

・日立国際電気：2000年に日立グループの３つの会社が合併して誕生した日立系メー
カー。半導体製造装置などの成膜プロセスソリューション、無線通信システム・放送シ
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ステムなどの映像・通信ソリューションが二本柱。映像・通信ソリューションの海外展
開と３次元構造の半導体向け半導体製造装置の受注拡大に期待し、期首より組み入れを
継続しました。３次元構造の半導体向け半導体製造装置への投資が活発化したことなど
を受けて株価は堅調に推移し、プラスに寄与しました。

（マイナス要因）
◎銘柄
・日本写真印刷：印刷技術を活用し、携帯機器などに搭載されるタッチセンサーやフォー
スセンサー、自動車の内装品など様々な素材製品を提供する企業。有機ＥＬディスプレ
イを採用したスマートフォンの普及が見込まれるなか、同社のセンサーの採用機会が広
がることに期待し、期中に組み入れました。センサーの競合企業が同社のビジネス機会
を奪うとの報道が相次いだことや採用が見込まれるスマートフォンの発売が遅延すると
の報道がなされたことなどから株価は下落し、マイナスに影響しました。

・花王：洗剤、トイレタリー用品、化粧品、食品などを製造販売する大手化学メーカー。
新ブランド立ち上げによるリブランディングの取り組みや「カネボウ」の花王製品との
販売機能一体運営による収益改善に期待し、期首より組み入れを継続しました。しかし
ながら、紙おむつ事業の売上成長率鈍化などが嫌気されたことなどから株価は軟調に推
移し、マイナスに影響しました。なお、期中に全株売却しました。

（ご参考）
組入上位10業種
期首（2016年８月22日） 期末（2017年８月21日）

（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。

＜日本・小型株・ファンド・マザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ53.1％の上昇となりました。

・国内小型株式のうち独自の技術やノウハウを有し、中長期的な成長が見込める実力企業
などを中心に選別投資を行っています。

・組入銘柄数は概ね85銘柄程度で推移させました。目標株価への到達もしくは接近、ファ
ンダメンタルズの変化、新規投資候補銘柄との相対比較等を勘案し、適宜入れ替えを行
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いました。当期では、電子部品を手掛けるスミダコーポレーションや各種持ち株会社の
ノーリツ鋼機など、40銘柄を新規に組み入れました。また、半導体製造装置の日立国際
電気や紡績大手の東洋紡など43銘柄を全株売却しました。

【ベンチマークとの比較】
　ファンドの騰落率は、ベンチマーク（RUSSELL/NOMURA Small Capインデックス）の騰落
率（31.0％）を22.1％上回りました。

・当期は、セクター内の個別銘柄判断の結果、日本ライフラインやクリーク・アンド・リ
バー社などの銘柄選択がプラスに寄与し、ベンチマークを上回りました。パフォーマン
スに寄与・影響した主な銘柄は以下の通りです。

（プラス要因）
◎銘柄
・日本ライフライン：同社が手掛ける電気生理用（ＥＰ）カテーテルを用いた治療の症例
数が拡大していることに着目し期首より保有しましたが、該当する製品だけでなく他の
医療機器群も売上増となるなど、業績が堅調に推移したことなどから株価が上昇し、プ
ラスに寄与しました。

・クリーク・アンド・リバー社：同社のクリエイター支援事業に着目し期首より保有しま
した。映像、ゲーム、モバイルなどクリエイティブ分野や医療分野を中心に業績が堅調
に推移し、株価が上昇し、プラスに寄与しました。

（マイナス要因）
◎銘柄
・日本エム・ディ・エム：同社が手掛ける骨接合材料や人工関節の拡大に着目し、期首よ
り保有しましたが、2017年３月期業績見通しに対する未達懸念などから特に2017年初か
ら４月にかけて株価は軟調に推移し、マイナスに影響しました。

（ご参考）
組入上位10業種
期首（2016年８月22日） 期末（2017年８月21日）

（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。



【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第11期

2016年８月23日～2017年８月21日

当期分配金 400　

（対基準価額比率） 3.775％

当期の収益 367　

当期の収益以外 32　

翌期繰越分配対象額 283　

（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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当該投資信託のベンチマークとの差異について

分配金について

・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設
けておりません。右記のグラフは当ファンド（ベ
ビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率と
の対比です。

・参考指数は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）です。

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。

・ ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。
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今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス＞
◎運用環境の見通し
・当面の株式市況は、短期的には北朝鮮リスクの再燃や米国および欧州における金融政策
の緩和解除に関するスケジュール、トランプ政権の運営リスクなどの不透明要因により
やや上値の重い展開を想定します。しかし、その一方で堅調な米国経済に加えて、トラ
ンプ米大統領による大型財政出動や法人税減税などの景気刺激策への期待も依然として
残っています。また、国内企業の2017年度業績も堅調に推移すると見られることに加
え、日本銀行による金融政策の効果や政府の経済対策への期待、国内の労働環境も良好
な状況が続いており、徐々に消費への波及効果が期待されることなどから、中期的にみ
れば国内株式市況は堅調な展開を想定しています。

◎今後の運用方針
・マザーファンドの組入比率は、引き続き高水準を維持する方針です。
・各マザーファンドへの投資比率は、原則としてジャパン・アクティブ・マザー85％程
度、小型マザー15％程度を基本としますが、定量分析および経済・市況見通し等に基づ
き比率を変動させていく方針です。

＜ジャパン・アクティブ・マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・世界の中央銀行で金融緩和から正常化への動きが見られています。2017年６月に欧州中
央銀行（ＥＣＢ）や英中央銀行（ＢＯＥ）が金融政策の正常化の必要性に言及したのに
続き、７月にはカナダ銀行（ＢＯＣ）が利上げに踏み切りました。また、正常化で先行
する米国では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバランスシート縮小が年内にも開始さ
れる見込みです。一方で日本銀行に目を向けると、弱含む物価上昇率などを背景に当面
は緩和的な金融政策が継続されそうです。金利差の観点からは円に下落圧力がかかる状
況が続くと見られ、国内株式市況の下支え要因になると考えます。

◎今後の運用方針
・中期的な信託財産の成長を目標に、企業の収益力や資産価値から判断して、株価が割安
な水準にある銘柄を厳選し、ベンチマークであるＴＯＰＩＸを中長期的に上回る投資成
果をめざして運用を行います。

・株式組入比率は、引き続き高水準を維持します。組入銘柄は、業種を問わず、経営手腕
が企業価値の増大に直結すると判断される企業、それに伴いバリュエーション面から割
安感が強くなる企業に注目しています。外部要因などにより市場環境の変化が激しくな
るなかでも、中長期的な企業価値の増大が期待できる企業を見出すことにより、パ
フォーマンス向上に努める所存です。
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＜日本・小型株・ファンド・マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・注目された2017年度第１四半期の決算は、総じて日本企業の堅調な業績推移が確認でき
る内容だったと判断しています。企業側の期初業績見通しが全体的に慎重な中、こうし
た堅調な業績推移の継続が確認できれば、日本株に対する市場の見方もポジティブに変
化してくるものと考えています。

・日本に影響の大きい北朝鮮の地政学リスクやグローバル経済の先行き、米国政治や為替
動向などには引き続き目配りが必要と考えていますが、堅調な推移が見込まれる企業業
績や相対的に割安なバリュエーション、日本銀行による指数連動型上場投資信託受益権
（ＥＴＦ）買い入れや企業による自社株買いによる好需給などから、引き続き日本株の
上昇トレンドは継続すると判断しています。

・決算内容などを踏まえ、マーケットでは個別企業ごとの業績や中期成長性などへの注目
度がより高まるものと思われ、今後も独自の技術開発や市場開拓により成長する小型株
への物色意欲は継続すると考えています。

◎今後の運用方針
・主としてわが国の小型株式の中から、ボトムアップアプローチにより成長性が高いと判
断される銘柄を厳選して投資することを基本とします。

・銘柄選別の視点としては、イノベーションの進展等により成長が見込まれる市場や、独
自の製品やサービスを創造する個別企業などに注目し、中長期的な成長性を有する企業
に、バリュエーション面に配慮しつつ選別投資を継続します。

・個別銘柄選別をコアの投資戦略としつつ外部環境にも配慮し、マーケット全体の方向性
やセクター動向なども注視していきたいと考えています。

・綿密な企業調査により、中期的な成長性の高い小型株式への投資機会を積極的に探り、
パフォーマンスの獲得を図る方針です。
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当該投資信託の概要

商 品 分 類 追加型投信／国内／株式

信 託 期 間 無期限（2006年９月20日設定）

運 用 方 針

ジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券および日本・小型株・ファ
ンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざ
して運用を行います。各受益証券への投資比率は、原則としてジャパン・ア
クティブ・マザーファンド受益証券85％程度、日本・小型株・ファンド・マ
ザーファンド受益証券15％程度とすることを基本としますが、定量分析およ
び経済・市場見通しに基づき比率を変動させることがあります。株式以外の
資産への実質投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド

ジャパン・アクティブ・マザーファンド受益証券および日
本・小型株・ファンド・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。

ジャパン・アクティブ・
マ ザ ー フ ァ ン ド

わが国の株式を主要投資対象とします。

日本・小型株・ファンド・
マ ザ ー フ ァ ン ド

わが国の株式を主要投資対象とします。

運 用 方 法
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、割安と判断され継続的な利益成
長や企業再生・復活が期待できる銘柄と、小型株の中から成長性が高いと判
断される銘柄を厳選して投資を行い、値上がり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。

お知らせ

① 信用リスクを適正に管理する方法を新たに定める（分散型に分類）ため、信用リスク集
中回避のための投資制限の追加およびこれに伴う投資制限の記載の変更を行い、信託約
款に所要の変更を行いました。（2016年11月22日）

② 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。
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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８月から2017年７月の５年間における１年騰落率の平均・ 大・ 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 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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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８月21日現在）

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。

組入ファンド

（組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名
第11期末

2017年８月21日

ジャパン・アクティブ・マザーファンド 81.4％

日本・小型株・ファンド・マザーファンド 16.1％

・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。

純資産等

項　　目
第11期末

2017年８月21日

純資産総額 1,868,615,878円

受益権口数 1,832,876,781口

１万口当たり基準価額 10,195円

・当期中において

　追加設定元本は     695,852円

　同解約元本は　 383,222,496円です。
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項目
当期

金額 比率

(a) 売買委託手数料 39円 0.085％

(株式) (39) (0.085) 

合計 39  0.085  

期中の平均基準価額は、45,827円です。

組入上位ファンドの概要

日本・小型株・ファンド・マザーファンド

１万口当たりの費用明細

組入上位10銘柄基準価額の推移

（組入銘柄数：82銘柄）

銘柄 種類 国 業種/種別 比率
１ Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス 株式 日本 サービス業 3.5％
２ 東京精密 株式 日本 精密機器 2.9％
３ 日本ライフライン 株式 日本 卸売業 2.7％
４ エン・ジャパン 株式 日本 サービス業 2.5％
５ 技研製作所 株式 日本 機械 2.4％
６ セーレン 株式 日本 繊維製品 2.1％
７ 平田機工 株式 日本 機械 2.1％
８ スミダコーポレーション 株式 日本 電気機器 2.1％
９ エニグモ 株式 日本 情報・通信業 2.0％
10 ノーリツ鋼機 株式 日本 精密機器 2.0％

・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。

・ 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。

（2016年12月13日～2017年６月12日）

（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。

355013

（2017年６月12日現在）

種別構成等
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指数に関して

○ファンドの参考指数である『東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）』について

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、ＴＯＰＩＸ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、ＴＯＰＩＸ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。

○「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。
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