
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 スタイルセレクト・ブレンドファンドは、このたび第34期の決算を行いました。

当ファンドは、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、“グロース”と“バリュー”の両観点からポー

トフォリオを構築することにより、わが国の株式の指標である東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を上回る投資成

果をめざして運用を行ってまいりました。

当期は、国内株式市況全体が上昇したこともあり、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。また、バリューマザーファンド受益証券、グロースマザーファンド受益証券ともにベンチマークを

上回ったことなどから、当ファンドはベンチマークを上回りました。ここに運用状況をご報告申し上げます。

引き続き、“グロース”と“バリュー”の２つの投資スタイル（マザーファンド）に分散させることによ

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。

920634

日本株スタイルセレクトオープン
愛称：ビッグ・ウィング・ワン

三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド

追加型投信／国内／株式 愛称：潮流

第34期（決算日：2017年９月11日）

作成対象期間

（2017年３月11日～2017年９月11日）

第34期末（2017年９月11日）

基準価額 10,846円

純資産総額 2,297百万円

騰落率 5.0％

分配金合計 250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。

・ 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、

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。

・ 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。

運用経過

当期中の基準価額等の推移について （第34期：2017/３/11～2017/９/11）

基準価額の主な変動要因

上昇要因
国内株式市況の上昇とバリューマザーファンド（以下、バリューマ
ザー）、グロースマザーファンド（以下、グロースマザー）の上昇が基準
価額の上昇要因となりました。

下落要因
国内株式市況の一時的な下落が基準価額の一時的な下落要因となりまし
た。

第34期首：10,568円
第34期末：10,846円

（既払分配金 250円）
騰落率 ： 5.0％

（分配金再投資ベース）

基準価額の動き 基準価額は期首に比べ5.0％（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（2.4％）を2.6％上
回りました。



項目
当期

項目の概要
金額 比率

(a) 信託報酬 100　円 0.930　％ (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) ( 47) (0.438) 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) ( 47) (0.438) 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) (  6) (0.055) 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) その他費用 0  0.001  (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) (0.001) 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

合計 108  1.002  

期中の平均基準価額は、10,718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。

（2017年３月11日～2017年９月11日）
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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９月10日～2017年９月11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９月10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。

ベンチマークは、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

2012/９/10 2013/９/10 2014/９/10 2015/９/10 2016/９/12 2017/９/11
期初 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（円） 4,565 8,047 9,121 9,940 8,793 10,846
期間分配金合計（税込み）（円） － 0 0 200 0 700
分配金再投資基準価額騰落率 － 76.3％ 13.3％ 11.1％ －11.5％ 31.6％
ベンチマーク騰落率 － 61.4％ 9.8％ 13.2％ －10.6％ 21.9％
純資産総額（百万円） 1,852 2,935 2,894 2,682 2,117 2,297

・ 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。
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投資環境について （第34期：2017/３/11～2017/９/11）

◎国内株式市況
・期首から2017年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米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Ｅ
Ｕ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。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド＞
・期を通じて２つのマザーファンドの合計組入比率を高位で維持しました。
・スタイル（グロース、バリュー）の投資配分は、期首は米国が利上げ方向にある中で、
しばらくは割安株の見直しが続くことによるバリュー株が優位な展開を想定し、バ
リューをややオーバーウェイトとしていました。その後、2017年３月下旬にトランプ米
大統領の政策実行能力に不透明感が出てきたことや、米国の利上げ見通しも、年３回で
の市場織り込みが定着してきたことにより、為替や金利市場の大幅な変動は想定しづら
く、方向感の出づらい展開を想定して、バリューのオーバーウェイトを一旦解消し中立
に戻す決定をしました。その後、米国経済指標は悪くはないものの市場予想を下回るこ
とが散見されたことや、トランプ政権の運営状況に更なる不透明感が増している中で、
安定成長銘柄が選好されグロース株が優位な相場が続くと考え、５月下旬に中立からグ
ロースをややオーバーウェイトへ変更する決定をしました。その後、６月に米国利上げ
が行われ、引き続き今後の利上げは示唆されているものの、長期金利は上昇せず、為替
も円安には大きく振れない環境下では、金融セクターや自動車セクターなどの構成比が
高いバリュー指数は相対的に出遅れが続くと考え、より業績の安定感が高いグロース銘
柄が優位な展開を想定し、グロースのオーバーウェイト比率を＋３％から＋６％へと引
き上げる決定を行いました。期末現在もグロースオーバーウェイトを継続しております。

・“グロース”と“バリュー”への投資配分は、50％ずつを基本とし、ブレンドファンド運
用会議により決定します。

・ 期末現在の組入比率は、バリューマザー43.5％、グロースマザー56.3％としております。
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＜グロースマザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ9.1％の上昇となりました。

・個別銘柄の選別においては、企業が置かれている事業環境、競争力、マネジメント力等
に注目し、将来の成長が期待できる企業を中心に投資を行いました。

・組入銘柄数は、概ね60～70銘柄程度で推移させました。国内やアジアでのブランド力向
上により業績が好調に推移している「資生堂」、スマートフォンや車載向け需要の拡大が
期待される「ローム」など25銘柄程度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、「アルプス電気」、「味の素」など24銘柄程度を全株売却しま
した。

＜バリューマザーファンド＞
　基準価額は期首に比べ2.8％の上昇となりました。

・RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックスの銘柄群の中から割安と判断される銘
柄に厳選して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。また、組入銘柄・組入比率は、保有している不動産などの含み損益を考慮した独自
の修正株価純資産倍率（ＰＢＲ）を基にセクター内比較などを行い、その上で、経営陣
が保有資産の価値を 大化しようとしているかや同一業種内における企業の優位性など
の定性面の評価などを総合的に考慮して決定しました。

・組入銘柄数は概ね55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、日本郵政や宇部興産など８銘柄を新規に組み入れました。また、積水ハ
ウスやユニゾホールディングスなど８銘柄を全株売却しました。

（ご参考）



三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド

6

当該投資信託のベンチマークとの差異について

＜三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファン
ド＞

・ ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率
（2.4％）を2.6％上回りました。

・バリューマザー、グロースマザーともにベンチ
マークをアウトパフォームし、資産配分効果はや
やマイナスとなりましたが、全体としてベンチ
マークを上回りました。

（ベンチマークに対する騰落率内訳…バリューマ
ザー：4.5％、グロースマザー：2.0％）。

＜グロースマザーファンド＞
・ファンドの騰落率は、ベンチマーク（RUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデック

ス）の騰落率（7.1％）を2.0％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。業種配分効果としては、建
設業、海運業などがマイナスに影響しましたが、電気機器、陸運業などがプラスに寄与
しました。銘柄選択効果については、マブチモーターなどがマイナスに影響しました
が、正栄食品工業、東海カーボンなどがプラスに寄与しました。

・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
・正栄食品工業：原料乳製品、油脂類、製菓原材料類などの輸入および卸販売を行う食品
専門商社。世界の産地からの安定的調達と多様な販売先を持つことを強みに、メーカー
機能で利益率を高める戦略を評価し、期中に新規買い付け。好業績期待などを背景に、
株価は上昇しプラスに寄与。期末時点でも継続保有しています。

・東海カーボン：国内電極工場の能力削減やファインカーボン設備のスクラップ＆ビルド
など構造改革の加速と深化を評価し、期首よりベンチマーク比オーバーウェイトとしま
した。好調な企業業績や黒鉛電極の世界的な需給改善などを背景に、株価は上昇しプラ
スに寄与。期末時点でも継続保有しています。

（マイナス要因）
◎銘柄
・マブチモーター：小型直流モーターの専業メーカー。パワーウィンドウ用をはじめとす
る中型電装用モーターが北米大手自動車メーカーからの受注獲得などにより成長が加速

・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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することを期待し、期首よりベンチマーク比オーバーウェイトとしました。北米の自動
車生産の低迷などを背景に、株価は下落しました。オーバーウェイトとしていたためマ
イナスに影響。期末時点でも継続保有しています。

＜バリューマザーファンド＞
・ファンドの騰落率は、ベンチマーク（RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデック

ス）の騰落率（－1.7％）を4.5％上回りました。
・パフォーマンスに寄与または影響した主な要因は以下の通りです。

（プラス要因）
◎業種
・情報・通信業：修正ＰＢＲの面から割安感が強いと判断し、期首からオーバーウェイト
としていた当セクターがベンチマーク対比で堅調に推移しプラスに寄与。

◎銘柄
・ホシデン：電子部品や自動車部品などを製造、販売。据置型ゲーム機新モデル向け部品
の需要増加などによる業績回復に期待し期首より保有。据置型ゲーム機新モデルの販売
好調によりゲーム関連主要顧客からの受注が拡大したことに加え、車載向け部品の好調
などもあって株価は堅調に推移しプラスに寄与。

（マイナス要因）
◎業種
・空運業：修正ＰＢＲの面から割安感が乏しいと判断し、期首からアンダーウェイトとし
ていた当セクターがベンチマーク対比で堅調に推移しマイナスに影響。

◎銘柄
・日立造船：ゴミ焼却発電施設を柱に舶用機器なども展開。舶用エンジン採算性改善への
取り組みなど、機械部門の業績回復に期待し期首より保有。機械部門は堅調な業績と
なったものの、環境・プラント事業における損益悪化などにより、2017年３月期通期業
績実績、2018年３月期通期業績予想ともに市場期待に届かず、株価がベンチマーク対比
で軟調に推移しマイナスに影響。



【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み）

項目
第34期

2017年３月11日～2017年９月11日

当期分配金 250　

（対基準価額比率） 2.253％

当期の収益 250　

当期の収益以外 －　

翌期繰越分配対象額 1,162　

（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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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。

今後の運用方針

＜三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド＞
◎運用環境の見通し
・当面の株式市況は、短期的には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
ケジュールや、トランプ米大統領の政策実現性への見極めが必要であること、朝鮮半島
における地政学リスク増大などにより、やや上値の重い展開を想定します。しかし、不
透明要因が多い一方で、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
・投資スタイルは、グロースオーバーウェイトを維持します。米長期金利は短期的な変動
はあるものの継続的な上昇が見込みにくく、為替も円安に大きく振れにくい環境下で
は、金融セクターや自動車セクターなどのウェイトが高いバリュー指数は相対的に出遅
れると考えます。また、トランプ政権の運営リスクや北朝鮮リスクが再び高まっている
不安定な環境下では、より業績の安定感が高いグロース銘柄が優位な展開を想定しま
す。本年３回目の米国利上げの織り込みが本格化するまではバリュー銘柄が選好される
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局面は来づらいと考え、グロースオーバーウェイトを継続します。しかし、不透明要因
が多い中、株式市場全体は循環物色の傾向があり、投資スタイル別の物色動向も相応に
変化する局面が想定されますので、その際には機動的な運用を行う方針です。

＜グロースマザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・国内株式市況は中長期的には堅調に推移すると予想しています。米国内では、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に対する不透明感が
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、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、企業が株主還元を重
視する姿勢を強めてい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。
・基本的に企業の中長期成長性が高いことを重視しています。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。

＜バリューマザーファンド＞
◎運用環境の見通し
・東証第一部上場企業（全産業、３月期決算企業）の2017年度第１四半期（４－６月）実
績は、国内外景気の復調などが追い風となった製造業が業績を牽引し２ケタ増益決算と
なりました。業種別には、電気機器、輸送用機器などが増益に寄与した一方、電気・ガ
ス業や情報・通信業などが減益に影響しました。決算発表企業の2017年度会社計画は、
増収、増益とされています。会社計画に対する第１四半期実績の進捗率は過去の第１四
半期進捗率の平均を上回っており、会社計画は保守的で通期業績の上振れが期待できる
と考えていることなどから、国内株式市況にとって良好な環境が継続すると想定しています。

◎今後の運用方針
・国内株式の組入比率につきましては、90％以上の水準を維持する方針です。ベンチマー
クに組み入れられている銘柄は、ＰＢＲが割安であるという特徴を有しています。その
中から、保有している不動産等の含み損益を考慮した独自の修正ＰＢＲを基にセクター
内比較等を行い、より割安度が強い銘柄を絞り込みます。その上で、経営陣が保有資産
の価値を 大化しようとしているかや同一業種内における企業の優位性など、取材等を
通じた定性面の評価を加え銘柄を選定します。

・企業の本質的価値を見極め、より割安と判断できる個別銘柄を選択したうえで、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／国内／株式

信 託 期 間 無期限（2000年５月２日設定）

運 用 方 針

主として、バリューマザーファンド受益証券およびグロースマザーファンド
受益証券に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をベンチマークとして、中
長期的に同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。各マザーファ
ンド受益証券への投資配分は50％ずつを基本とし、日本経済のファンダメン
タルズ分析、各種テクニカル分析などを基に当社のブレンドファンド運用会
議にて決定します。マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を
維持することとします。

主要投資対象

当 フ ァ ン ド
バリューマザーファンド受益証券およびグロースマザー
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。

グ ロ ー ス
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。

バ リ ュ ー
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。

運 用 方 法
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、“グロース”と“バリュー”の両
観点からポートフォリオを構築することにより、わが国の株式の指標である
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を上回る投資成果をめざします。

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９月から2017年８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。



三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド

12

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９月11日現在）

組入ファンド

純資産等

種別構成等

項　　目
第34期末

2017年９月11日

純資産総額 2,297,055,335円

受益権口数 2,117,856,039口

１万口当たり基準価額 10,846円

・当期中において

　追加設定元本は     660,586円

　同解約元本は　 106,644,350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。

（組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名
第34期末

2017年９月11日

グ ロ ー ス マ ザ ー フ ァ ン ド 56.3％

バ リ ュ ー マ ザ ー フ ァ ン ド 43.5％

・ 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。



項目
当期

金額 比率

(a) 売買委託手数料 7円 0.074％

(株式) (7) (0.074) 

合計 7  0.074  

期中の平均基準価額は、9,392円です。

（2017年３月11日～2017年９月11日）
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組入上位ファンドの概要

グロースマザーファンド （2017年９月11日現在）

種別構成等

組入上位10銘柄基準価額の推移

（組入銘柄数：67銘柄）

銘柄 種類 国 業種/種別 比率
１ ソフトバンクグループ 株式 日本 情報・通信業 5.4％
２ キーエンス 株式 日本 電気機器 3.8％
３ 安川電機 株式 日本 電気機器 3.6％
４ 日本電産 株式 日本 電気機器 3.1％
５ 東京エレクトロン 株式 日本 電気機器 2.9％
６ 任天堂 株式 日本 その他製品 2.7％
７ 東ソー 株式 日本 化学 2.6％
８ 中外製薬 株式 日本 医薬品 2.6％
９ スズキ 株式 日本 輸送用機器 2.5％
10 資生堂 株式 日本 化学 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。

・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。

１万口当たりの費用明細
（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。

968244



項目
当期

金額 比率

(a) 売買委託手数料 19円 0.069％

(株式) (19) (0.069) 

合計 19  0.069  

期中の平均基準価額は、27,039円です。

（2017年３月11日～2017年９月11日）
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組入上位ファンドの概要

バリューマザーファンド （2017年９月11日現在）

種別構成等

組入上位10銘柄基準価額の推移

（組入銘柄数：54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 7.9％
２ 日本郵政 株式 日本 サービス業 6.0％
３ ＳＯＭＰＯホールディングス 株式 日本 保険業 5.1％
４ 豊田自動織機 株式 日本 輸送用機器 3.5％
５ セブン＆アイ・ホールディングス 株式 日本 小売業 3.1％
６ ＩＤＯＭ 株式 日本 卸売業 3.0％
７ 日本電信電話 株式 日本 情報・通信業 3.0％
８ リコー 株式 日本 電気機器 2.8％
９ スズキ 株式 日本 輸送用機器 2.8％
10 中部電力 株式 日本 電気・ガス業 2.4％

・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。

１万口当たりの費用明細
（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。

968254
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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。

○ファンドのベンチマークである『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。
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