
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。

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 グローバルバランス（安定型）は、このたび第19期の決算を行いました。

当ファンドは、日本を含む世界の株式・債券を主要投資対象とし、中長期的な経済シナリオに基づき適切な

アセットアロケーションを行い、中長期的に信託財産の安定的な成長をめざして運用を行ってまいりまし

た。

当期は、米国大統領選後のトランプ新政権への期待などから、内外株式市況が上昇し、円安が進行したこと

などにより、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、精度の高い経済シナリオの策定と機動的なアロケーションの変更に努めてまいります。

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。

第19期（決算日：2017年７月24日）

作成対象期間

（2016年７月23日～2017年７月24日）

920464

三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）

追加型投信／内外／資産複合 愛称：未来地図

第19期末（2017年７月24日）

基準価額 11,146円

純資産総額 999百万円

騰落率 7.5％

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。

・ 当ファンドでは、投資対象と

する各親投資信託がそれぞれ

設定されたベンチマークを上

回る運用成果をめざす運用を

行っており、値動きを表す適

切な指数が存在しないため、

当ファンドの基準価額動向と

比較するベンチマークおよび

参考指数はありません。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について （第19期：2016/７/23～2017/７/24）

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7.5％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

上昇要因
米国大統領選後のトランプ新政権の政策への期待などから、内外株式市況
が上昇し、円安が進行したことが基準価額の上昇要因となりました。

下落要因
日本銀行の金融政策に対して先行き不透明感が高まったことや、トランプ
新政権の政策への期待などから、国内金利が上昇したことが基準価額の下
落要因となりました。

第19期首：10,739円
第19期末：11,146円

（既払分配金 400円）
騰落率 ： 7.5％

（分配金再投資ベース）



（2016年７月23日～2017年７月24日）

項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 192円 1.735％ (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) (99) (0.899) 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) ( 83) (0.749) 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) (  9) (0.086) 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 8  0.071  (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) (  8) (0.071) 

(c) 有価証券取引税 1  0.011  (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) (  1) (0.011) 

(d) その他費用 2  0.019  (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) (0.015) 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) (0.004) 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 203  1.836  

期中の平均基準価額は、11,041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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１万口当たりの費用明細
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最近５年間の基準価額等の推移について （2012年７月23日～2017年７月24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23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。

当ファンドでは、投資対象とする各親投資信託がそれぞれ設定されたベンチマークを上回る運用成果をめざす運用を
行っており、値動きを表す適切な指数が存在しないため、当ファンドの基準価額動向と比較するベンチマークおよび参
考指数はありません。

最近５年間の年間騰落率

2012/７/23 2013/７/22 2014/７/22 2015/７/22 2016/７/22 2017/７/24
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 8,346 10,348 10,626 11,332 10,739 11,146
期間分配金合計（税込み）（円） － 300 300 600 0 400
分配金再投資基準価額騰落率 － 27.6％ 5.6％ 12.3％ －5.2％ 7.5％
純資産総額（百万円） 2,064 2,029 1,672 1,482 1,345 999

・ 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。
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投資環境について （第19期：2016/７/23～2017/７/24）

◎国内株式市況
・期首から2016年11月上旬にかけては、
米国の経済統計が総じて堅調な内容で
あったこと、欧州の政治情勢が英国の
国民投票後も大きく混乱しなかったこ
となどを背景に、上昇しました。

・11月中旬から12月中旬にかけてはトラ
ンプ米次期大統領が積極的な財政政策
を採用するとの期待が高まり、外国為
替市場で大きく円安・米ドル高方向に
動いたことなどを背景に大きく上昇し
ました。

・12月下旬からはトランプ米大統領によ
る景気刺激策への期待が高まる一方
で、移民・難民の入国規制などの施策
が世界経済に混乱をもたらすとの警戒
感などを背景に一進一退の動きとなり
ました。

・2017年３月中旬からはトランプ米大統
領の政策に対する過度な期待がやや後
退したことや、朝鮮半島情勢の緊迫化
などを背景に投資家のリスク回避の動
きが強まり下落する展開となりました。

・４月下旬から期末にかけては地政学リ
スクの後退や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上昇し
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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◎外国株式市況
・英国の欧州連合（ＥＵ）離脱や米大統
領選をめぐる政治的不透明感などが嫌
気されて下落する場面はありました
が、米国のトランプ政権の政策期待や
米国の経済指標が良好であったことな
どが好感され上昇しました。

◎国内債券市況　
・国内金利は、2016年７月末の日銀金融
政策決定会合後、次回会合で「量的・
質的金融緩和」「マイナス金利付き量
的・質的金融緩和」のもとでの経済・
物価動向や政策効果について総括的な
検証を行うと発表したことから、金融
政策の動向に対して不透明感が高ま
り、国内金利は上昇しました。また、
11月上旬に行われた米国大統領選の結
果から世界的なディスインフレ懸念が
大きく後退したことなどから国内金利
は一段の上昇となり、その後はレンジ
内での推移となりました。

・ 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、Ｍ
ＳＣＩ 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。

・ 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。
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◎外国債券市況
・期首から2016年10月にかけては、米国
の利上げ観測の高まりや、世界的な景
気回復を受けた先進国の追加金融緩和
政策の打ち止め感から、欧米長期金利
は上昇基調で推移しました。また、11
月上旬に実施された米大統領選挙の結
果を受け、米国財政政策に対する期待
が高まったことなどから、欧米長期金
利は12月中旬にかけて一段と上昇しま
した。その後、期末にかけて、米国で
は、12月および2017年３月、６月に開
催された米連邦公開市場委員会（ＦＯ
ＭＣ）において利上げが実施されたも
のの、景気拡大に対する不透明感が高
まり、物価関連指標も市場予想を下
回って推移したことなどから、長期金
利は低下基調で推移しました。一方、
欧州では、政治的不透明感から長期金
利はもみ合いで推移したものの、６月
下旬の欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁に
よる景気に対する強気の見方を受け
て、将来の超金融緩和政策の解除に対
する観測が高まり、期末にかけて長期
金利は上昇しました。結果、期を通じ
て見ると、欧米長期金利は上昇しまし
た。

・ 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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◎為替市況
・米ドルおよびユーロは円に対して上昇
しました。

・期首から2016年12月にかけては、本邦
との内外金利差拡大を受けて、円が主
要通貨に対して売られる展開となり、
米ドルとユーロは対円で上昇しまし
た。2017年４月中旬にかけては、米国
のトランプ政権による経済・財政政策
の不透明感や、フランス大統領選挙を
巡る不透明感などを背景に、米ドルと
ユーロは対円で下落基調で推移しまし
た。その後、フランス大統領選挙の結
果を受けた欧州政治リスクの後退など
から、米ドルとユーロは上昇に転じま
したが、米国の景気拡大への不透明感
が高まったことなどから米ドルは概ね
横ばいで推移する一方、ユーロは堅調
な景気や将来の金融緩和縮小への期待
などから上昇しました。結果、期を通
じて見ると、米ドルおよびユーロは対
円で上昇しました。
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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 グローバルバランス（安定型）＞
・期首より基準価額は概ね横ばいで推移した後、2016年11月の米国大統領選でトランプ氏
が勝利すると、新政権の政策への期待などから内外株式市況が上昇、円安進行となり基
準価額は上昇しました。

・その後、2017年３月から４月にかけて、フランス大統領選挙への警戒感や米国トランプ
政権の政策運営に対する先行き懸念などを背景に、円高が進行し内外株式市況が下落す
る局面がありましたが、フランス大統領選挙が無難な結果になったことなどから為替、
株式市況とも持ち直し、基準価額は上昇しました。

基準価額の変動要因の内訳は以下の通りです。
（内訳）
日本株式マザーファンド　　7.3％程度
外国株式マザーファンド　　2.8％程度
日本債券マザーファンド　△1.3％程度
外国債券マザーファンド　　0.4％程度
（うち、資産配分要因　　△0.5％程度）
その他（信託報酬等）　　△1.7％程度

（ご参考）国内
株式

海外
株式

国内
債券

海外
債券

主な変更要因

期　首 Ｎ ＵＷ ＯＷ Ｎ

2016年９月 ＵＷ＋ＯＷ＋

米国大統領選挙本格化による先行き
不透明感の高まりや高値警戒感など
から不安定な展開を見込み、海外株
式の消極スタンス幅を拡大する一
方、国内債券の積極スタンス幅を拡
大

2017年３月 ＵＷ－ＯＷ＋ ＵＷ

フランスなどでの選挙が視野に入る
中、ユーロ円主導での円高進行を見
込み、海外債券を消極スタンスに引
き下げる一方、堅調に推移している
海外株式の消極スタンス幅を縮小、
国内債券の積極スタンス幅を拡大

　　　５月 ＯＷ－ Ｎ

フランス大統領選挙が無難な結果と
なったことなどから円高リスクは後
退したと考え、海外債券を中立に引
き上げ、国内債券の積極スタンス幅
を縮小

　　　７月 ＵＷ＋ Ｎ ＯＷ

高値警戒感などから海外株式の調整
リスクが高まりつつあると考え、海
外株式の消極スタンス幅を拡大する
一方、欧米金融当局による金融緩和
縮小観測などから円高リスクは後退
したと考え、海外債券を積極スタン
スに引き上げるとともに外貨比率を
中立スタンスに引き上げ、国内債券
を中立スタンスに引き下げ

期　末 Ｎ ＵＷ Ｎ ＯＷ

※ 『ＯＷ』は基準の配分比率より多く、『ＵＷ』は基準の配分比率よ
り少ない配分を、『Ｎ』は基準の配分比率を、±記号は配分比率の
増減を示しています。
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＜日本株式マザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ30.1％の上昇となりました。

・銘柄選択にあたっては、主として企業の利益成長性に着目するとともに、業績動向やバ
リュエーションなどの観点で割安と判断した銘柄を中心に投資しました。

・組入銘柄数は、概ね70～90銘柄程度で推移させました。半導体検査用ソケットなどの需
要拡大が期待された「山一電機」、高いシェアを持つインドにおけるモータリゼーション
の進行により着実な利益成長を果たす可能性が高まったと判断した「スズキ」などを新
規に組み入れました。一方でバリュエーション、業績動向などを勘案し、「ＮＴＴドコ
モ」、「ソニー」などを全株売却しました。期首、期末時点の比較では39銘柄程度を新規
に買い付け、57銘柄程度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（22.2％）
を7.9％上回りました。

・当期の運用成果は、全体ではベンチマークを上回りました。業種配分効果については、
電気機器や保険業をベンチマーク比オーバーウェイトしていたことなどが寄与しプラス
になりました。銘柄選択効果はＳＵＭＣＯや山一電機などが寄与してプラスとなり、
トータルでベンチマークを上回りました。

・特に、寄与、影響が大きかった銘柄は以下の通りです。

（プラス要因）
◎銘柄
・ＳＵＭＣＯ：自動車の電装化やデータセンター向け需要の拡大などを期待し、期首より
ベンチマーク比オーバーウェイトとしていました。価格の上昇や数量の増加などを受け
た業績の拡大などを背景に株価が上昇し、プラスに寄与しました。

・山一電機：半導体検査用ソケットなどの需要拡大などに期待し、期中より組み入れベン
チマーク比オーバーウェイトとしていました。2017年３月業績が2016年９月上期決算時
点の会社計画より好調に推移したことなどが評価され、プラスに寄与しました。

（マイナス要因）
◎銘柄
・ＵＡＣＪ：飲料缶や自動車市場での鉄からアルミニウムへのシフトが進んでいることか
らアルミ圧延需要が増加すると判断し、期首よりベンチマーク比オーバーウェイトとし
ていました。タイ工場の立ち上げ遅延や先行投資負担増などを背景に業績を下方修正し
たことで株価が一時的に大きく下落し、保有比率を引き下げたため当期全体を通じては
マイナスに影響しました。
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＜外国株式マザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ24.4％の上昇となりました。

・期首から2017年５月末までは、財務体質が健全な銘柄や業績の安定性の高い銘柄中心に
組み入れを行いました。６月初めに配当利回りを重視する「インカム戦略」に運用戦略
の変更があったことに伴い銘柄入替を実施しました。外国株式の組入比率については、
期を通じて高位を維持し、組入銘柄数については、期中において銘柄入替を実施したこ
とから期首の60銘柄から期末には49銘柄としました。

【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（ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイ イン
デックス）（円換算ベース））の騰落率（20.5％）を3.9％上回りました。

・個別銘柄選択や業種配分などがプラスに寄与しベンチマークを上回りました。

（プラス要因）
◎業種
・エネルギー：期を通じてアンダーウェイト。同業種は相対的に上昇率が抑えられました。

◎銘柄
・H&R BLOCK INC（米国：消費者サービス）：期を通じてオーバーウェイト。2017年２－４
月期決算が市場予想を上回ったことなどから株価が上昇しました。

（ご参考）
組入上位10業種
期首（2016年７月22日） 期末（2017年７月24日）

（注）比率は現物株式評価額に対する割合です。
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＜日本債券マザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ2.6％の下落となりました。

・ファンド全体のデュレーション（平均回収期間や金利感応度）については、2016年11月
中旬から2017年３月中旬にかけて、米国大統領選の結果を受けて世界的なインフレ期待
や景気回復期待が高まる展開を想定し、ベンチマーク対比短め、それ以外の期間は中立
を基本に調整しました。年限別構成については、2016年11月上旬にかけて、中期ゾーン
のアンダーウェイト、長期および超長期ゾーンのオーバーウェイト、2016年11月中旬か
ら2017年３月中旬にかけては、超長期ゾーンのアンダーウェイト、３月下旬から期末に
かけては、超長期ゾーンのオーバーウェイトを基本に調整しました。

・債券種別構成については、日本銀行による社債買入オペや投資家の資金余剰感を背景と
した需給関係から、一般債のスプレッド（国債に対する金利差）は横ばい圏で推移する
と判断し、相対的にスプレッド妙味のある事業債および円建外債のオーバーウェイト、
スプレッド妙味の乏しい地方債および政府保証債のアンダーウェイトを維持しました。

【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（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合インデックス）の騰落
率（－2.9％）を0.3％上回りました。

（プラス要因）
◎デュレーション
・2016年11月中旬から2017年３月中旬にかけての金利上昇局面において、ファンド全体の
デュレーションをベンチマークに対して短めとしたこと。

◎年限別構成
・2017年３月下旬から期末にかけてパフォーマンスの優った超長期ゾーンをオーバーウェ
イトにしたこと。

◎債券種別構成
・期を通じてパフォーマンスの優った事業債および円建外債のオーバーウェイトを維持し
たこと。

（マイナス要因）
◎年限別構成
・期首から2016年11月にかけての超長期ゾーン中心の金利上昇局面において超長期ゾーン

のオーバーウェイトを維持したこと。
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＜外国債券マザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ4.8％の上昇となりました。

・わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを中長期的に上回
る投資成果をめざして運用を行いました。期を通じて債券の組入比率は90％以上で推移
させ、期末は97.1％としました。

・2017年１月中旬にかけては、世界経済が緩やかな回復にとどまり、インフレ期待が低位
で安定することなどを見込み、欧米の債券デュレーションをベンチマーク比中立から長
めでコントロールしました。その後、期末にかけて、良好な経済環境などを背景とした
金利上昇を見込み、欧米の債券デュレーションをベンチマーク比中立から短めでコント
ロールしました。

・欧州において、周辺国の景気・金融両面の安定から周辺国国債のドイツ国債に対するス
プレッド（利回り格差）が縮小すると判断し、スペイン、アイルランドなどをベンチ
マーク比中立からオーバーウェイトの範囲内で調整しました。

・カントリーアロケーション戦略については、2016年11月上旬にかけては、カナダの輸出
低迷などを背景とした追加金融緩和観測などから、カナダドルをベンチマーク比アン
ダーウェイトした一方、ユーロをベンチマーク比オーバーウェイトとしました。その
後、2017年２月下旬にかけては、米国の追加利上げ観測などから米ドルの通貨上昇を見
込み、米ドルをベンチマーク比オーバーウェイトした一方、カナダドル、豪ドルなどを
ベンチマーク比中立からアンダーウェイトでコントロールしました。また、３月以降、
流動性や取引コストなどを勘案し、シンガポールドルやスウェーデンクローネなどをア
ンダーウェイトに変更し、ユーロなどの投資比率を増やしました。

（ご参考）
利回り・デュレーション
期首（2016年７月22日） 期末（2017年７月24日）

終利回り －0.0％ 終利回り 0.3％
直接利回り 1.0％ 直接利回り 1.0％

デュレーション 9.0年 デュレーション 8.9年

・数値は債券現物部分で計算しております。

・ 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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【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（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（5.6％）を0.8％下回りました。

（プラス要因）
・2017年３月から期末にかけて、欧州における景気回復期待の高まりを見込み、ユーロを
ベンチマーク比オーバーウェイトしたことなどがプラス要因となりました。

（マイナス要因）
・2016年10月から11月上旬にかけて、米国の利上げ観測の高まりや欧州の金融緩和政策継

続に対する不透明感などを背景に、欧米長期金利が上昇基調で推移するなか、欧米の債
券デュレーションをベンチマーク比中立から長めでコントロールしたことなどがマイナ
ス要因となりました。

・欧州において、2017年１月から２月にかけて、イタリア、スペインなど周辺国国債のド
イツ国債に対するスプレッドが拡大する中、イタリア、スペインなどをオーバーウェイ
トとしていたことがマイナス要因となりました。

（ご参考）
利回り・デュレーション
期首（2016年７月22日） 期末（2017年７月24日）

終利回り 1.0％ 終利回り 1.4％
直接利回り 2.3％ 直接利回り 2.0％

デュレーション 8.1年 デュレーション 7.0年

・数値は債券現物部分で計算しております。

・ 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。



【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第19期

2016年７月23日～2017年７月24日

当期分配金 400　

（対基準価額比率） 3.464％

当期の収益 221　

当期の収益以外 178　

翌期繰越分配対象額 2,319　

（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

・当ファンドでは、投資対象とする各親投資信託がそれぞれ設定されたベンチマークを上
回る運用成果をめざす運用を行っており、値動きを表す適切な指数が存在しないため、
当ファンドの基準価額動向と比較する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。

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。
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今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ グローバルバランス（安定型）＞
◎今後の運用方針
・今後とも、経済シナリオに基づいてアロケーションを行ってまいります。シナリオ変更
の際には、機動的に対応を行ってまいります。

＜日本株式マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・米国内では医療保険制度改革（オバマケア）の代替法案が頓挫し、大型減税やインフラ
投資などトランプ米大統領が公約に掲げていた重要政策への影響が避けられないとの観
測が投資家心理の重荷となっています。米国外でも北朝鮮を巡る地政学リスクのほか、
紆余曲折が予想される英国のＥＵ離脱交渉など、引き続き政治的な先行き不透明感がく
すぶっています。しかしながら、世界経済の回復はトランプ米大統領の政策の有無にか
かわらず持続する公算が高く、さらに国内においては、良好な労働環境がもたらす個人
消費の先行き改善期待などが株式市況を下支えするとみられます。中長期的には、自社
株買いや増配など企業が株主還元を重視する姿勢を強めていること、業界再編や企業買
収などにより企業の収益水準の向上が期待されることなども株式市況の底上げに寄与す
ると思われます。

◎今後の運用方針
・株式の組入比率は、引き続き高水準を維持する方針です。
・企業の収益性、成長性、安定性などに着目し、ボトム・アップ・アプローチにより、厳
選した銘柄への投資を引き続き行います。銘柄選定にあたっては、（1）新しい技術開発、
（2）新興国向け事業の競争力、（3）企業買収や事業売却および戦略的投資の動向、などに
注目しています。

・株価変動によるバリュエーションの水準、中長期的な成長性や事業リスク、流動性など
を考慮しながら組入比率の調整や新規銘柄への入れ替えを検討していく方針です。

＜外国株式マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
 ・米国株式市況は、短期的にはトランプ大統領の政策に対する不透明感はあるものの、良
好な経済指標などが発表されていることなどから堅調に推移すると予想します。一方
で、欧州株式市況は、足下の経済指標は良好であるものの、ＥＣＢによる量的緩和の縮
小懸念などから上値の重い展開を予想します。

◎今後の運用方針
・配当利回りが高いだけではなく、安定継続的に配当を維持できる銘柄や質が高く安定成
長が見込まれる銘柄を中心に投資していく方針です。健全な財務体質や持続可能なビジ
ネスモデル、積極的な配当政策などの観点から銘柄を選択し、業種、地域にとらわれる
ことなく投資機会を 大限に活かして投資していく方針です。
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＜日本債券マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・雇用環境は着実な改善を続けており、企業の設備投資も緩やかな増加基調にあります。
また、輸出・生産も海外景気の緩やかな成長を背景に増加していますが、個人消費が盛
り上がりに欠けることから、本邦景気の回復は緩やかなものになると思われます。国内
金利は、消費者物価指数の伸び悩みと国債の需給環境に対する不透明感から当面もみ合
いでの推移を想定します。

・日本銀行の社債買入オペなどによる良好な需給環境を背景に、一般債の国債に対する金
利差は横ばい圏での推移になるものと思われます。

◎今後の運用方針
・安定した利子収益確保をめざし、債券組入比率は引き続き高位を維持する方針です。
・ファンド全体のデュレーションは、当面ベンチマーク対比中立を基本に機動的にリスク
度合いを調整する方針です。

・債券種別構成については、事業債および円建外債をベンチマーク対比多めの保有を維持
する方針です。

＜外国債券マザーファンド＞
◎運用環境の見通し
（外国債券）
・米国では、ＦＯＭＣは緩やかなペースでの利上げ方針を維持するものと見られますが、
経済成長やインフレに加速の兆しが見られない中、トランプ政権の政策期待後退などか
ら、長期金利は低下余地を探るものと考えます。

・欧州では、景気拡大期待の高まりがある中で、賃金上昇圧力が限定的なため、今後もイ
ンフレ圧力は抑制されるものと考えます。そのため、ＥＣＢは当面現行の緩和的な金融
政策を維持すると考えますが、秋にかけて慎重に経済・物価動向を見極め、政策調整を
検討するものと考えられることから、欧州の長期金利はもみ合いで推移することが見込
まれます。

（外国為替）
・為替市場では、米国ではまだら模様の経済成長が継続するとの見通しのもと、米ドルは
もみ合いで推移すると見込まれる一方、欧州では景気回復期待の高まりなどから、ユー
ロは円に対して底堅く推移する展開が見込まれます。

◎今後の運用方針
・前記の運用環境の見通しに基づき、各国の金融政策や景気動向など長期金利へ与える影
響を考慮し、デュレーションなどのコントロールを行います。債券の組入比率は、高位
を維持し、信用力の高い国債中心に組み入れを維持する方針です。一方、カントリーア
ロケーションについては、各国の経済状況や金融政策の方向性を重視し、環境見通しの
変化に対応してポジション操作を実施する方針です。
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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（1998年12月２日設定）

運 用 方 針

中長期的な経済シナリオに基づき、「日本株式」、「日本債券」、「外国株式」、
「外国債券」の４つのマザーファンドおよび短期金融商品への適切なアセッ
トアロケーションを行うことにより、中長期的に信託財産の安定的な成長を
めざします。アセットアロケーションの見直しは適宜行います。各ファンド
の資産配分については、ＭＵ投資顧問株式会社の投資助言を受けます。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド

日本株式マザーファンド受益証券、日本債券マザーファン
ド受益証券、外国株式マザーファンド受益証券および外国
債券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。

日 本 株 式
マザーファンド

わが国の株式を主要投資対象とします。

外 国 株 式
マザーファンド

外国の株式を主要投資対象とします。

日 本 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。

外 国 債 券
マザーファンド

わが国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
日本を含む世界の株式・債券を実質的な主要投資対象とし、中長期的な経済
シナリオに基づき適切なアセットアロケーションを行うことにより、中長期
的に安定的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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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・ 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７月24日現在）

組入ファンド

純資産等

種別構成等

（組入銘柄数：４銘柄）

ファンド名
第19期末

2017年７月24日

日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 47.9％
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド 26.2％
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド 11.9％
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド 11.0％

・ 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。

項　　目
第19期末

2017年７月24日

純資産総額 999,241,613円
受益権口数 896,538,658口

１万口当たり基準価額 11,146円
・当期中において
　追加設定元本は  30,735,950円
　同解約元本は   386,855,211円です。

・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。
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組入上位ファンドの概要

日本債券マザーファンド （2017年７月24日現在）

種別構成等

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：104銘柄）

銘柄 種類 国 業種/種別 比率

１ 第１２５回利付国債（２０年） 債券 日本 国債 2.6％

２ 第２０回みずほ銀行（劣後特約付） 債券 日本 社債 2.3％

３ 第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 債券 日本 社債 2.3％

４ 第１２回パナソニック 債券 日本 社債 2.2％

５ 第４３回野村ホールディングス 債券 日本 社債 2.2％

６ 第３９回野村ホールディングス 債券 日本 社債 2.2％

７ 第１９回大和証券グループ本社 債券 日本 社債 2.2％

８ 第１９回ルノー 債券 日本 社債 2.2％

９ 第１５回パナソニック 債券 日本 社債 2.1％

10 第３３３回利付国債（１０年） 債券 日本 国債 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。

（2016年７月23日～2017年７月24日）

968124

・ 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。

該当事項はございません。
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組入上位ファンドの概要

日本株式マザーファンド

項目
当期

金額 比率

(a) 売買委託手数料 58円 0.228％

(株式) (58) (0.228) 

合計 58  0.228  

期中の平均基準価額は、25,540円です。

（2017年７月24日現在）

種別構成等

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：74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 ＳＵＭＣＯ 株式 日本 金属製品 3.9％

３ ソフトバンクグループ 株式 日本 情報・通信業 3.5％

４ 山一電機 株式 日本 電気機器 2.9％

５ 東京エレクトロン 株式 日本 電気機器 2.7％

６ 東京応化工業 株式 日本 化学 2.6％

７ スズキ 株式 日本 輸送用機器 2.5％

８ ペプチドリーム 株式 日本 医薬品 2.3％

９ 東海カーボン 株式 日本 ガラス・土石製品 2.3％

10 任天堂 株式 日本 その他製品 2.3％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・ 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年７月23日～2017年７月24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。

968104

・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。
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組入上位ファンドの概要

外国株式マザーファンド

項目
当期

金額 比率
(a) 売買委託手数料 17円 0.083％

(株式) (17) (0.083) 
(b) 有価証券取引税 19  0.091  

(株式) (19) (0.091) 
(c) その他費用 7  0.032  

(保管費用) ( 7) (0.032) 
(その他) ( 0) (0.000) 

合計 43  0.206  
期中の平均基準価額は、20,690円です。

（2017年７月24日現在）

種別構成等

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：49銘柄）

銘柄 種類 国 業種/種別 比率
１ BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 株式 イギリス 食品・飲料・タバコ 4.3％
２ IMPERIAL BRANDS PLC 株式 イギリス 食品・飲料・タバコ 3.9％
３ ALTRIA GROUP INC 株式 アメリカ 食品・飲料・タバコ 3.9％
４ ASTRAZENECA PLC 株式 イギリス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.5％
５ JOHNSON & JOHNSON 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 3.4％
６ PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 株式 アメリカ 食品・飲料・タバコ 3.3％
７ NOVARTIS AG-REG 株式 スイス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.2％
８ ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 株式 カナダ 電気通信サービス 3.1％
９ TELUS CORP 株式 カナダ 電気通信サービス 2.9％
10 PFIZER 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 2.8％

・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年７月23日～2017年７月24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。

968134

・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。
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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。
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