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○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。

第59期（決算日：2017年３月９日）
第60期（決算日：2017年５月９日）
第61期（決算日：2017年７月10日）

作成対象期間
（2017年１月11日～2017年７月10日）

第61期末（2017年７月10日）

基準価額 9,438円

純資産総額 1,310百万円

第59期～第61期

騰落率 3.3％

分配金合計 90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 資産設計ファンド（分配型）は、このたび第61期の決算を行いました。
当ファンドは、世界の株式、債券、オルタナティブ資産を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うこと
により、安定した収益の確保と着実な値上がり益の獲得をめざして運用を行ってまいりました。
当作成期は、組み入れを行った指定投資信託証券のうち、日本株式、外国債券、エマージング株式などの資
産クラスや、ユーロが円に対して上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は作成期首に比べ上昇（分
配金再投資ベース）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、資産クラス毎に定量・定性の両面から高く評価できるファンドを中心に組み入れ、効率的なリス
ク・リターン特性を持つファンド・ポートフォリオの構築をめざします。
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。

（注）当運用報告書の本文におきましては、指定投資信託証券の名称について「（適格機関投資家専用）」、「（適格機関投資家限定）」の

表記を省略させていただきます。

三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

追加型投信／内外／資産複合 
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
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基準価額等の推移

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について （第59期～第61期：2017/１/11～2017/７/10）

基準価額の動き
基準価額は当作成期首に比べ3.3％（分配金再投資ベース）の上昇
となりました。

第59期首： 9,223円
第61期末： 9,438円

（既払分配金 90円）
騰落率 ： 3.3％

（分配金再投資ベース）

・当ファンドは、投資信託証券

への分散投資を行うことで安

定した収益の確保と信託財産

の着実な成長をはかることを

目標としておりますが、特定

の指数を上回るまたは連動を

めざした運用を行っていない

ため、また、値動きを表す適

切な指数が存在しないため、

ベンチマークおよび参考指数

はありません。

・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
組み入れを行った指定投資信託証券のうち、日本株式、外国債券、エマー
ジング株式などの資産クラスや、ユーロが円に対して上昇したことなどが
基準価額に対しプラスに寄与しました。

下落要因
組み入れを行った指定投資信託証券のうち、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）
の資産クラスが基準価額に対しマイナスに影響しました。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

１万口当たりの費用明細 （2017年１月11日～2017年７月10日）

項目
第59期～第61期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 42円 0.456％ (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期

中の日数÷年間日数）

(投信会社) (18) (0.193) 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) (22) (0.241) 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) ( 2) (0.021) 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 0.007 (b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平

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

(投資信託証券) ( 1) (0.007)

(c) 有価証券取引税 0 0.003 (c)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税÷作成期中の平

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

(投資信託証券) ( 0) (0.003)

(d) その他費用 2 0.027 (d)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権

口数

(保管費用) ( 2) (0.025) 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) (0.001) 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 45 0.493

作成期中の平均基準価額は、9,211円です。

（注）作成期間の費用（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）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含み

ません。

（注）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入

れ上位ファンドの概要」に表示することとしております。

（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）を作成期間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。



3

三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

最近５年間の基準価額等の推移について （2012年７月９日～2017年７月10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は、2012年７月９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。

最近５年間の年間騰落率

2012/７/９ 2013/７/９ 2014/７/９ 2015/７/９ 2016/７/11 2017/７/10

期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 6,244 8,094 8,716 9,584 8,289 9,438

期間分配金合計（税込み）（円） － 180 180 180 180 180

分配金再投資基準価額騰落率 － 32.9％ 10.0％ 12.1％ －11.7％ 16.2％

純資産総額（百万円） 3,363 3,229 2,515 1,933 1,406 1,310

・ファンド年間騰落率は、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。

当ファンドは、投資信託証券への分散投資を行うことで安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をはかることを目

標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な

指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

投資環境について （第59期～第61期：2017/１/11～2017/７/10）

【概況】
当作成期は、日本株式市況、海外株式市況ともに上昇しました。債券市場では、日本と
米国の長期金利はほぼ横ばいとなった一方で、欧州の長期金利は上昇しました。ＲＥＩ
Ｔ市況は、日本、米国、豪州では下落した一方で、欧州では上昇しました。為替市況
は、米ドルは円に対して下落した一方で、ユーロは円に対して上昇しました。

【株式】
日本株式は、作成期前半は円高・米ドル安の進行や米政策に対する先行き不透明感など
から上値の重い展開となりました。その後は地政学的リスクの高まりから一時下落する
局面も見られたものの、仏大統領選の結果を受けて欧州政治リスクが後退したことや、
円安の進行などが好感されて上昇し、前作成期末比で上昇しました。海外株式は、米国
では政権運営に対する懸念から軟調な局面も見られたものの、雇用の改善や地政学的リ
スクの後退などを背景に上昇し、前作成期末比で上昇しました。欧州では、良好な経済
指標や、仏大統領選の結果を受けて政治リスクが後退したことなどから上昇し、前作成
期末比で上昇しました。エマージング株式は、先進国の株高に加えて中国などのアジア
諸国が牽引し、前作成期末比で上昇しました。

【債券】
海外先進国の長期金利は、米国では、利上げを実施したものの、政権運営に対する不透
明感や利上げペースを見極める動きなどから低下基調で推移しました。作成期末にかけ
て、欧州圏の金融緩和縮小観測の高まりなどから上昇し、前作成期末比でほぼ変わらず
となりました。欧州では、作成期前半は欧州中央銀行（ＥＣＢ）による金融政策への思
惑や、国政選挙を巡る懸念などを背景に上下に振れる展開となりました。作成期後半は
仏大統領選の結果を受けた政治リスクの後退や、金融当局者の発言による金融緩和縮小
観測の高まりなどを背景に上昇し、前作成期末比で上昇しました。エマージング債券の
スプレッド（米国債に対する上乗せ金利）は前作成期末比で縮小しました。

【ＲＥＩＴ】
ＲＥＩＴ市場は、日本では、公募増資の動きや、国内リートに投資を行う投資信託に対
する規制強化を背景とした需給環境の悪化などから、前作成期末比で下落しました。米
国では、長期金利の動向に左右され、上下に振れる展開となりましたが、前作成期末比
では小幅に下落しました。欧州では、堅調な株式市況などを背景に、前作成期末比で上
昇しました。

【為替】
為替市場は、米ドルは、作成期前半、トランプ米大統領の政権運営に対する懸念などか
ら円に対して下落しました。作成期後半は地政学的リスクの後退や、米利上げなどを背
景に、上昇する局面も見られましたが、前作成期末比では下落しました。欧州では仏大
統領選の結果を受けて政治リスクが後退したことに加え、作成期末には金融当局者の発
言による金融緩和縮小観測の高まりを受けて長期金利が上昇し、金利差が拡大したこと
などから、ユーロは円に対して上昇しました。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

当該投資信託のポートフォリオについて

◎組入比率
作成期首から投資信託証券を高位に組み入れた運用を行いました。なお、当ファンドの
各月末での指定投資信託証券への投資割合は次表をご参照ください。

◎パフォーマンス要因
当作成期は、株式市場では、欧米の良好な景況感や欧州における政治リスクの後退など
から、米国をはじめ、日本、欧州も上昇しました。債券市場では、米国では、利上げが
実施されたものの、利上げペースは維持されたことなどから長期金利はほぼ変わらずと
なった一方で、欧州圏においては、金融緩和縮小観測の高まりなどから長期金利は上昇
するなど、先進国の長期金利はまちまちな動きとなりました。また、為替市場では、米
政策に対する先行き不透明感などから米ドルは円に対して下落した一方で、欧州圏の金
融緩和縮小観測の高まりなどを背景にユーロは円に対して上昇しました。このような投
資環境の下、組み入れを行った指定投資信託証券のうち、ＲＥＩＴの資産クラスが基準
価額に対してマイナスに影響したものの、日本株式、外国債券、エマージング株式など
の資産クラスが基準価額に対してプラスに寄与し、基準価額（分配金再投資ベース）は
上昇しました。なお、各資産クラスの基本投資割合は、特に変更していません。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

（ご参考）指定投資信託証券別組入比率表
（％）

資産
基　　本
投資割合

資産クラス
基　　本
投資割合

指 定 投 資 信 託 証 券
2017年
１月末

２月末 ３月末 ４月末 ５月末 ６月末
騰 落 率

（2017年１月末～６月末）
運用会社(再委託会社)

株

式

20

日 本 株 式 10

三菱ＵＦＪ 日本株スタイ
ル・ミックス・ファンドＦ

1.98 1.97 1.99 2.02 2.03 1.98 10.58 三菱ＵＦＪ国際投信

ス ト ラ テ ジ ッ ク ・ バ
リュー・オープンＦ

3.95 3.93 3.87 3.92 4.01 3.98 7.15 野村アセットマネジメント

ＧＩＭザ・ジャパン 4.01 4.03 4.02 4.11 4.09 3.93 22.68
ＪＰモルガン・アセッ
ト・マネジメント

海 外 株 式 5

ＧＩＭ海外株式・ダイナ
ミック・ファンドＦ

2.98 3.04 2.94 2.99 2.97 2.97 5.96
ＪＰモルガン・アセッ
ト・マネジメント

ＭＦＳ外国株グロース・
ファンドＦ

1.98 2.04 2.00 2.06 1.98 1.93 12.82
ＭＦＳインベストメン
ト・マネジメント

エマージング
株 式

5

シュローダー・グローバル・
エマージング株式ファンドＦ

1.91 1.94 1.92 1.96 1.97 1.98 16.20
シュローダー・インベス
トメント・マネジメント

ＧＩＭエマージング株式
ファンドＦ

2.93 2.98 2.94 2.99 2.90 2.91 18.68
ＪＰモルガン・アセッ
ト・マネジメント

債

券

60

海 外 債 券 30
アライアンス・バーンスタイン・グロー
バル（除く日本）債券ファンド－２

29.44 29.64 29.48 29.58 29.74 29.58 1.26
アライアンス・バーン
スタイン

エマージング
債 券

15
アライアンス・バーンスタイン・
エマージング市場債券ファンドＢ

14.92 14.70 14.90 14.81 14.62 14.70 3.06
アライアンス・バーン
スタイン

ハイイールド
債 券

15
インベスコ グローバル・ハ
イ・イールド・ファンドＦ

14.79 14.88 14.88 14.80 14.71 14.82 1.21
インベスコ・アセッ
ト・マネジメント

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
資
産

20

不 動 産
投 資 信 託

10

ワールド・リート・マ
ザーファンド

7.23 7.45 7.48 7.36 7.31 7.48 △1.07
三菱ＵＦＪ国際投信（シービー
アールイー・クラリオン・セキュ
リティーズ・エルエルシー）

ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴ
マザーファンド

2.42 2.51 2.52 2.58 2.56 2.41 1.54 三菱ＵＦＪ国際投信

絶 対 収 益
追求型運用

10
グローバル・アセット・
モデル・ファンドＦ

9.88 9.77 9.73 9.71 9.76 9.93 1.32 野村アセットマネジメント

（注）数値は純資産総額に対する投資割合。

（注）ワールド・リート・マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンドについては、親投資信託の評

価額で示しています。

（注）騰落率は直近月末を起点とした過去６ヵ月間を示したもので、各投資信託証券の評価対象日（当ファンドへの実

質的な反映日）に基づいて算出しています。従って、当ファンドの計算期間とは異なります。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について

・当ファンドは、投資信託証券への分散投資を行うことで安定した収益の確保と信託財産
の着実な成長をはかることを目標としておりますが、特定の指数を上回るまたは連動を
めざした運用を行っていないため、また、値動きを表す適切な指数が存在しないため、
ベンチマークおよび参考指数はありません。

・従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

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59期 第60期 第61期

2017年１月11日～
2017年３月９日

2017年３月10日～
2017年５月９日

2017年５月10日～
2017年７月10日

当期分配金 30 30 30

（対基準価額比率） 0.326％ 0.321％ 0.317％

当期の収益 24 30 30

当期の収益以外 5 － －

翌期繰越分配対象額 685 699 715

（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。

今後の運用方針

・資産クラス毎に、定量・定性の両面から高く評価できるファンドを中心に組み入れ、効
率的なリスク・リターン特性を持つファンド・ポートフォリオの構築をめざします。

・投資対象ファンドの選定にあたっては、パフォーマンスデータを基にした定量分析に加
え、ファンドマネジャーへのインタビューなどを通じ徹底した定性評価を行い、投資
ファンドを厳選します。

・資産クラス毎に組み入れたファンド全体で、それぞれが投資する市場の収益率を上回る
ことをめざし、ファンドの投資割合を策定します。

・資産クラス毎に組み入れたファンドのリスクが、それぞれの市場のリスク特性から大き
く外れないように全体として各ファンドの組入比率を調整し、リスク管理を行います。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

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。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

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（2007年３月28日設定）

運 用 方 針

主として、国内外の各株式、国内外の各債券、世界の不動産投資信託証券に
ついて各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券、ならびに国内外の株
式・債券の先物取引、為替予約取引等を実質的な投資対象とし絶対収益の獲
得をめざす投資信託証券に投資します。各資産毎の投資信託証券への配分比
率は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とすることを基本としま
す。
・主として株式を実質的な投資対象とする投資信託証券…概ね20％程度
・主として債券を実質的な投資対象とする投資信託証券…概ね60％程度
・主として不動産投資信託証券を実質的な投資対象とする投資信託証券およ
び絶対収益の獲得をめざす投資信託証券…概ね20％程度

投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券（以下「指定
投資信託証券」といいます。）の中から、分散して投資を行います。また各
投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。指定投資信託証券は、定
性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資信託証券が指定
投資信託証券から外れることや、新たに指定投資信託証券に指定されること
があります。また、投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とし
ます。

主要投資対象 別に示した投資対象ファンドの投資信託証券を主要投資対象とします。

運 用 方 法
世界の株式・債券・オルタナティブ資産を実質的な主要投資対象とし、分散
投資を行うことにより、安定した収益の確保と着実な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
社が決定するものとし、原則として配当等収益等を中心に安定した分配をめ
ざします。ただし、毎年５月・11月の計算期末には、安定分配相当額のほ
か、経費等控除後の配当等収益および売買益等の範囲内で委託会社が決定す
る額を付加して分配する場合があります。なお、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 資産設計ファンド（分配型）

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７月から2017年６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 資産設計ファンド（分配型）

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７月10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。

コール・ローン等

1.3％

マザーファンド受益証券

9.8％

投資信託証券

89.0％

【資産別配分】
その他

1.3％

日本

98.7％

【国別配分】

円

100.0％

【通貨別配分】

組入ファンド

（組入銘柄数：13銘柄）

ファンド名
第61期末

2017年７月10日
ア ラ イ ア ン ス ・ バ ー ン ス タ イ ン ・
グローバル（除く日本）債券ファンド－２

29.7％

インベスコ グローバル・
ハイ・イールド・ファンドＦ

14.8％

アライアンス・バーンスタイン・
エマージング市場債券ファンドＢ

14.8％

グローバル・アセット・モデル・ファンドＦ 10.0％
ワールド・リート・マザーファンド 7.3％
ストラテジック・バリュー・オープンＦ 4.0％
Ｇ Ｉ Ｍ ザ ・ ジ ャ パ ン 3.8％
ＧＩＭ海外株式・ダイナミック・ファンドＦ 3.1％
ＧＩＭエマージング株式ファンドＦ 3.0％
ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 2.4％
シュローダー・グローバル・
エマージング株式ファンドＦ

2.0％

ＭＦＳ外国株グロース・ファンドＦ 2.0％
三菱ＵＦＪ 日本株スタイル・
ミ ッ ク ス ・ フ ァ ン ド Ｆ

2.0％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する各投資信託証券
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59期末 第60期末 第61期末

2017年３月９日 2017年５月９日 2017年７月10日
純資産総額 1,370,123,738円 1,337,523,666円 1,310,911,430円
受益権口数 1,492,157,988口 1,436,510,263口 1,388,954,001口

１万口当たり基準価額 9,182円 9,311円 9,438円

・当作成期間中（第59期～第61期）において
追加設定元本は4,645,921円
同解約元本は149,138,860円です。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

基準価額の推移 組入ファンド
（組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名
第34期末

2017年５月８日

アライアンス・バーンスタイン・海外債券マザーファンド 99.9％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

2016/11/７ 2017/１/６ 2017/３/６ 2017/５/２

12,000

12,500

13,000

13,500
(2016年11月７日～2017年５月８日)(円)

分配金再投資基準価額

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。

親投資信託受益証券
99.9％

その他
0.1％

【資産別配分】

日本
99.9％

その他
0.1％

【国別配分】

円
99.9％

その他
0.1％

【通貨別配分】

組入上位ファンドの概要

アライアンス・バーンスタイン・
グローバル（除く日本）債券ファンド－２ （2017年５月８日現在）
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

１万口当たりの費用明細 （2016年11月８日～2017年５月８日）

項目
第32期～第34期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 42円 0.328％ (a)信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） (38) (0.296) 委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価

（販売会社） ( 1) (0.005) 購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および

事務手続き等の対価

（受託会社） ( 3) (0.027) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

(b) その他費用 7 0.053 (b)その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数

（保管費用） ( 5) (0.039) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および

資金の送金・資産の移転等に要する費用

（監査費用） ( 1) (0.006) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（その他） ( 1) (0.008) その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

合計 49 0.381

作成期間中の平均基準価額は、12,916円です。

（注）作成期間中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）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）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。

（注）その他費用は、当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）を作成期間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 資産設計ファンド（分配型）

１万口当たりの費用明細 （2015年７月１日～2016年６月30日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) その他費用 17円 0.122％ (a)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） (16) (0.116) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および

資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他） ( 1) (0.006) その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

合計 17 0.122
期中の平均基準価額は、13,751円です。

（注）期中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）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）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。
（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。

基準価額の推移 組入上位10銘柄
（組入銘柄数：101銘柄）

銘柄 業種／種別 通貨 国（地域） 比率
１ US TREASURY 1.375% 2020/3/31 国債証券 米ドル アメリカ 3.2％
２ US TREASURY 1.625% 2026/2/15 国債証券 米ドル アメリカ 3.2％
３ US TREASURY 1.125% 2019/12/31 国債証券 米ドル アメリカ 3.1％
４ BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% 2021/5/1 国債証券 ユーロ イタリア 3.0％
５ CANADA HOUSING TRUST 3.8% 2021/6/15 特殊債券 カナダドル カナダ 2.8％
６ BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35% 2022/4/15 国債証券 ユーロ イタリア 2.7％
７ US TREASURY 1.375% 2020/9/30 国債証券 米ドル アメリカ 2.7％
８ BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 2025/12/1 国債証券 ユーロ イタリア 2.6％
９ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% 2026/4/21 国債証券 オーストラリアドル オーストラリア 2.6％
10 US TREASURY 3.5% 2018/2/15 国債証券 米ドル アメリカ 2.5％

・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。2015/６/30 2015/10/27 2016/２/25 2016/６/23

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000
(円) (2015年６月30日～2016年６月30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。

その他
7.9％

外国債券
92.1％

【資産別配分】

その他
20.4％

アメリカ
36.5％

イタリア
14.9％

フランス
3.6％

ドイツ
3.7％
スペイン
3.8％
カナダ
6.7％

イギリス
10.4％

【国別配分】

その他
9.6％

米ドル
36.5％

ユーロ
31.7％

スウェーデンクローナ
0.8％メキシコペソ

2.6％
オーストラリア

ドル
3.1％

カナダドル
6.7％

英ポンド
9.1％

【通貨別配分】

組入上位ファンドの概要

アライアンス・バーンスタイン・海外債券マザーファンド （2016年６月30日現在）
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

基準価額の推移 組入ファンド
（組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名
第121期末

2017年６月７日

インベスコ グローバル・ハイ・イールド マザーファンド 100.4％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

2016/12/７ 2017/２/７ 2017/４/５ 2017/６/５

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000
(円) (2016年12月７日～2017年６月７日)

分配金再投資基準価額

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。

・国別配分につきましては発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

親投資信託受益証券
100.4％

【資産別配分】

日本
100.4％

【国別配分】

円
100.4％

【通貨別配分】

組入上位ファンドの概要

インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンドＦ （2017年６月７日現在）
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

１万口当たりの費用明細 （2016年12月８日～2017年６月７日）

項目
第116期～第121期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 38円 0.447％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

(投信会社) (36) (0.415) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作

成、基準価額の算出等の対価

(販売会社) ( 0) (0.005) 購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンド

の管理および事務手続き等の対価

(受託会社) ( 2) (0.027) ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価

(b) その他費用 11 0.123 (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

(保管費用) ( 6) (0.070) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資

金の送金・資産の移転等に要する費用

(監査費用) ( 5) (0.054) 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

(その他) ( 0) (0.000) その他は、外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその

他の費用等

合計 49 0.570

作成期間の平均基準価額は、8,576円です。

（注）作成期間の費用（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）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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じ

たもので、項目ごとに小数点以下第４位を四捨五入してあります。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

基準価額の推移 組入上位10銘柄
（組入銘柄数：169銘柄）

銘柄 業種／種別 通貨 国(地域) 比率

１ WIND ACQUISITION 4.0% 2020/7/15 普通社債券 ユーロ ルクセンブルグ 3.4％

２ CCO HLDGS 5.75% 2024/1/15 普通社債券 米ドル アメリカ 2.8％

３ EQUINIX 5.875% 2026/1/15 普通社債券 米ドル アメリカ 1.8％

４ SABINE PASS LIQUEFACTION 5.625% 2025/3/1 普通社債券 米ドル アメリカ 1.8％

５ ALLY FINANCIAL 5.125% 2024/9/30 普通社債券 米ドル アメリカ 1.6％

６ ARCONIC 5.125% 2024/10/1 普通社債券 米ドル アメリカ 1.6％

７ 1011778 BC / NEW RED FIN 6.0% 2022/4/1 普通社債券 米ドル カナダ 1.5％

８ HCA 5.25% 2025/4/15 普通社債券 米ドル アメリカ 1.3％

９ CHOICE HOTELS INTL 5.75% 2022/7/1 普通社債券 米ドル アメリカ 1.3％

10 CSC HOLDINGS 6.75% 2021/11/15 普通社債券 米ドル アメリカ 1.3％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

・国（地域）につきましては、発行体の国籍（所在国）な

どを表示しております。

・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。

2016/６/７ 2016/10/３ 2017/２/１ 2017/５/30

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000
(2016年６月７日～2017年６月７日)(円)

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。

・国別配分につきましては、発行体の国籍（所在国）などを表示しております。

・その他には現金等を含む場合があります。

その他
5.4％

外国債券
94.6％

【資産別配分】

その他
5.4％

アメリカ
83.9％

ルクセンブルグ
4.6％

カナダ
2.8％

イギリス
1.4％

バミューダ
0.7％

オランダ
0.6％

アイルランド
0.5％

【国別配分】

米ドル
91.2％

ユーロ
3.4％

その他
5.4％

【通貨別配分】

組入上位ファンドの概要

インベスコ グローバル・ハイ・イールド・マザーファンド （2017年６月７日現在）
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

１万口当たりの費用明細 （2016年６月８日～2017年６月７日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) その他費用 22円 0.133％ (a)その他費用＝各期中のその他費用÷各期中の平均受益権口数

(保管費用) (22) (0.133) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資

金の送金・資産の移転等に要する費用

(その他) (0) (0.000) その他は、外国有価証券に係る税金および信託事務の処理に要するその

他の費用等

合計 22 0.133

期中の平均基準価額は、16,469円です。

（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）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）を各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 資産設計ファンド（分配型）

基準価額の推移 組入ファンド
（組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名
第131期末

2017年６月７日

アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド 100.0％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。

2016/12/７ 2017/２/７ 2017/４/５ 2017/６/５

20,000

20,500

21,000

21,500

22,000

22,500
(円) (2016年12月７日～2017年６月７日)

分配金再投資基準価額

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。

その他
0.0％

親投資信託受益証券
100.0％

【資産別配分】
その他
0.0％

日本
100.0％

【国別配分】
その他
0.0％

円
100.0％

【通貨別配分】

組入上位ファンドの概要

アライアンス・バーンスタイン・
エマージング市場債券ファンドＢ （2017年６月７日現在）
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

１万口当たりの費用の明細

項目

第126期～第131期
2016年12月８日～2017年６月７日 項目の概要

金額 比率

(a) 信託報酬 42円 0.409％ (a)信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率

作成期間中の平均基準価額は、10,217円です。

(投信会社) (39) (0.377) 委託した資金の運用、基準価額の算出、法定書類作成等の対価

(販売会社) ( 1) (0.005) 購入後の情報提供、各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および

事務手続き等の対価

(受託会社) ( 3) (0.027) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

(b) 売買委託手数料 0 0.000 (b)売買委託手数料＝作成期間中の売買委託手数料÷作成期間中の平均

受益権口数

売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手

数料

(先物・オプション) ( 0) (0.000)

(c) その他費用 2 0.023 (c)その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口

数

(保管費用) ( 1) (0.005) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および

資金の送金・資産の移転等に要する費用

(監査費用) ( 0) (0.005) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

(その他) ( 1) (0.013) その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

合計 44 0.432

（注）作成期間中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）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）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。

（注）その他費用は、当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）を作成期間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 資産設計ファンド（分配型）

基準価額の推移 組入上位10銘柄
（組入銘柄数：229銘柄）

銘柄 業種／種別 通貨 国（地域） 比率
１ REPUBLIC OF BRAZIL 10% 2027/1/1 国債証券 ブラジルレアル ブラジル 3.8％

２ 10YR T-NOTES
債券先物
（売建）

米ドル アメリカ 2.1％

３ REPUBLIC OF TURKEY 4.875% 2043/4/16 国債証券 米ドル トルコ 2.1％
４ RUSSIAN FEDERATION 4.5% 2022/4/4 国債証券 米ドル ロシア 1.9％
５ REPUBLIC OF BRAZIL 5% 2045/1/27 国債証券 米ドル ブラジル 1.5％
６ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28% 2033/12/31 国債証券 米ドル アルゼンチン 1.5％
７ REPUBLIC OF ARGENTINA 6.875% 2021/4/22 国債証券 米ドル アルゼンチン 1.5％
８ UNITED MEXICAN STATES 4.125% 2026/1/21 国債証券 米ドル メキシコ 1.4％
９ UNITED MEXICAN STATES 4.6% 2046/1/23 国債証券 米ドル メキシコ 1.4％
10 IVORY COAST 5.75% 2032/12/31 国債証券 米ドル コートジボワール 1.2％

・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。2015/10/７ 2016/２/５ 2016/６/６ 2016/９/30

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000
(2015年10月７日～2016年10月７日)(円)

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。
・国（地域）については、発行国を表示しております。
・資産別配分の「その他」には「直物為替先渡取引」が含まれます。
その内容については通貨別残高を記載した下記表をご覧ください。

外国債券先物
2.1％

その他
2.7％

外国債券
95.1％

【資産別配分】
メキシコ
8.6％

インドネシア
8.4％

ブラジル
7.8％

アルゼンチン
7.1％

トルコ
7.0％

ベネズエラ
4.9％

アメリカ
4.8％

その他
51.6％

【国別配分】

その他
4.3％

米ドル
84.7％

アルゼンチンペソ
0.7％

コロンビアペソ
1.1％

トルコリラ
1.3％

インドネシア
ルピア
1.4％
ロシア
ルーブル
1.5％

ブラジル
レアル
5.0％

【通貨別配分】

◆直物為替先渡取引

銘柄別

取引契約残高
当期末想定元本額

買建額 売建額
外貨建金額 邦貨換算金額 外貨建金額 邦貨換算金額

米ドル 千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
（アルゼンチンペソ） 1,003 104 － －
（ブラジルレアル） － － 4,591 476
（コロンビアペソ） 2,525 262 2,904 301
（インドネシアルピア） － － 1,242 128
（インドルピー） 3,155 327 3,147 326
（ロシアルーブル） 503 52 3,629 376

組入上位ファンドの概要

アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド （2016年10月７日現在）
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

１万口当たりの費用明細 （2015年10月８日～2016年10月７日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 売買委託手数料 0円 0.001％ (a)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

売買委託手数料は、組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手

数料

(先物・オプション) ( 0) (0.001)

(b) その他費用 12 0.055 (b)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) ( 4) (0.016) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および

資金の送金・資産の移転等に要する費用

(その他) ( 9) (0.039) その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等

合計 12 0.056

期中の平均基準価額は、22,563円です。

（注）期中の費用（消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示）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）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。

（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 資産設計ファンド（分配型）

＜ご参考＞当ファンドに関わる費用について

ファンド名称（当ファンド） 対象期間
費用合計
（年率）

三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
2017年１月11日
～2017年７月10日

0.99％

ファンド名称（組入上位ファンド） 対象期間
費用合計
（年率）

アライアンス・バーンスタイン・
グローバル（除く日本）債券ファンド－２

2016年11月８日
～2017年５月８日

0.76％

インベスコ グローバル・
ハイ・イールド・ファンドＦ

2016年12月８日
～2017年６月７日

1.14％

アライアンス・バーンスタイン・
エマージング市場債券ファンドＢ

2016年12月８日
～2017年６月７日

0.87％

（注）当ファンドの費用合計（年率）は、当ファンドの「１万口当たりの費用明細」に記載された合計の比率を年率換

算したものであり、実際に年間で発生した費用ではありません。

（注）組入上位ファンドの費用合計（年率）は、「組入上位ファンドの概要」の「１万口当たりの費用明細」に掲載さ

れている各費用項目の合計の比率であり、当ファンドの対象期間とは異なる場合があります。また、対象期間が

１年超・未満の場合には年率換算して表示しています。
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三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）

指数に関して

○「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。






