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（資料作成基準日：2016年4月末）

世界メディカル関連株式オープン 愛称：医療革新 追加型投信／内外／株式

三菱ＵＦＪ国際投信

※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」をご覧ください。
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純資産総額（右目盛）

基準価額（左目盛）

平素は「世界メディカル関連株式オープン（愛称：医療革新）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く御礼申しあげます。

当ファンドの基準価額は設定日（2014年9月8日）以降、堅調に推移していましたが、2015年8月以降は軟調な展開と

なり、2016年4月末の基準価額は設定来で1,587円の上昇となっております。

本レポートでは、当ファンドの設定来の基準価額等の状況および医療関連株式の投資環境等に加え、先進国を中心と

した高齢化の進展や新興国の人口増加により、今後も成長が見込まれる医療関連株式市場の見通しについてご報告

いたします。

設定来の基準価額等の推移

◆ 基準価額： 11,587円 （設定来 +1,587円） ◆ 純資産総額： 229.4億円

※基準価額は1万口当たりで、信託報酬控除後のものです。また、純資産総額は100万円単位を四捨五入して表示しています。

ファンド、各指数および為替の推移とパフォーマンスの比較

※当ファンドは基準価額を、先進国株式はＭＳＣＩ ワールド・インデックスを、医療関連株式はＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックスを使用しています。
ＭＳＣＩ ワールド・インデックス（円ベース）およびＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックス（円ベース）はＭＳＣＩ ワールド（米ドル建て税引き後配当込み）および
ＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）を三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したものです。ＭＳＣＩ ワールド・インデックス（円ベース）
およびＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックス（円ベース）は当ファンドのベンチマーク或いは参考指数ではなく、株式市況の推移を見ていただくご参考として表示
しています。※当ファンドおよび各指数は、2014年9月8日を100として指数化しています。※超過収益は当ファンドの騰落率から指数の騰落率を引いて計算して
います。※設定来のファンドの騰落率は当初設定価額（10,000円）を起点として算出しています。※上記は指数を使用しています。指数については、
「本資料で使用している指数について」をご覧ください。

（期間：2014年9月8日～2016年4月28日） （億円）（円）

■上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。■計測期間が異なる場合には結果も異なる点にご注意ください。

● パフォーマンス比較

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2014年9月8日～2016年4月28日） （円）
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当ファンド（左軸）

医療関連株式（左軸、円ベース）

先進国株式（左軸、円ベース）

米ドル円（右軸）

過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 設定来

世界メディカル関連株式オープン（愛称：医療革新）（①） 1.6% -3.1% -13.2% 15.9%

先進国株式（円ベース）（ご参考） -0.5% 0.5% -9.4% 3.7%

医療関連株式（円ベース）（②、ご参考） 2.1% -2.4% -10.6% 12.5%

騰落率の差（①－②） -0.5% -0.7% -2.6% 3.4%

米ドル円 -2.6% -9.2% -9.2% 4.4%
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マザーファンドの運用状況（2016年4月末）

◆マザーファンドの基準価額変化の要因分析

当ファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの設定来の基準価額変化は、為替要因が4.3％、株式要因等が

15.4％の寄与となり、設定来では19.7％となりました。

月次で見ると、為替要因では、2016年2月に新興国の経済成長見通しの不透明感から世界的に投資家のリスク回避の

流れが強まり円高となったことを受けてマイナスの影響が大きくなりました。また、株式要因では、2015年8月・9月と2016

年1月に、主として中国経済の減速懸念や原油などの商品市況の軟調な推移に基づく新興国経済への不安などからマ

イナスの影響が大きくなりました。設定来では為替要因も株式要因等とも以下の通りプラスに寄与しています。

※「国・地域別組入比率」、「通貨別組入比率」、「業種別組入比率」、「組入上位10銘柄」の比率はマザーファンドの対純資産比率です。※四捨五入の影響に
より、合計が100％にならない場合があります。※業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。7ページの「ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について」をご覧く
ださい。 ※現金等には未収・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。

※ マザーファンドの基準価額変化の要因分解は、基準価額の騰落率を月次の資料を基に簡便法で、為替要因と株式要因等に分解・算出した概算です。
なお、株式要因等は、基準価額変化と為替要因との差分としており、キャッシュ要因や売買コスト等を含みます。

● 組入上位10銘柄

● 国・地域別組入比率 ● 通貨別組入比率 ● 業種別組入比率

（組入銘柄数：51銘柄）

■上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。

銘柄名 国・地域 業種 比率

1 ブリストル・マイヤーズ スクイブ アメリカ 医薬品 7.0%

2 アラガン アメリカ 医薬品 5.4%

3 メルク アメリカ 医薬品 5.1%

4 イーライ･リリー アメリカ 医薬品 4.6%

5 メドトロニック アメリカ ヘルスケア機器・用品 4.5%

6 ロシュ・ホールディング スイス 医薬品 4.5%

7 ユナイテッドヘルス･グループ アメリカ ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 4.3%

8 塩野義製薬 日本 医薬品 3.9%

9 リジェネロン・ファーマシューティカルズ アメリカ バイオテクノロジー 3.5%

10 ボストン・サイエンティフィック アメリカ ヘルスケア機器・用品 3.1%

アメリカ

76.4%

日本

8.1%

スイス
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イギリス

4.0%

その他の

国

4.3%

現金等

1.9%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

-2.1% 8.8% -1.5% 4.2% -6.3% -10.8% 11.4% 4.0% -0.5% -13.3% -4.0% -0.3% 1.8% 19.7%

為替要因 -0.6% 3.6% -0.8% 1.0% -2.1% -1.0% 0.7% 1.2% -1.6% 0.0% -5.6% -0.4% -2.4% 4.3%

株式要因等 -1.5% 5.1% -0.7% 3.1% -4.2% -9.8% 10.7% 2.8% 1.1% -13.3% 1.7% 0.1% 4.2% 15.4%

基準価額変化

設定来
2015年 2016年
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医薬品 バイオテクノロジー ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア・プロバイダー/
ヘルスケア・サービス*

12.5% 6.0% 10.1% 28.9% 29.9%

医療関連株式

投資環境と医療関連株式の動向

【投資環境について】

2016年初来の先進国株式は、中国に端を発する世界的な景気減速懸念や、イランの経済制裁解除に伴う原油輸
出再開懸念などを背景にした原油価格の続落などを受けて下落しました。2016年１月29日には日銀金融政策決定
会合においてマイナス金利政策を導入するとの金融緩和策が発表されたことなどから一時的に上昇したものの、米国
などの軟調な経済指標の発表や、欧州の一部銀行で信用不安が広がったことなどから、先進国株式はリスク回避
ムードが継続しました。

2月後半から4月末にかけては、米国の主要統計である耐久財受注や雇用統計などが堅調だったこと、米連邦公開
市場委員会（ＦＯＭＣ）後の声明において、年内の利上げが2回程度のペースに留まる可能性を示唆したこと、原油価
格が堅調に推移したことなどを受けて、先進国株式は上昇しました。為替は世界的にリスク回避姿勢が強まる中、安
全資産とみなされた円が選好されたことや、米国の利上げが従来の想定よりも緩慢になるとの思惑などを背景に、円
高米ドル安となりました。

【医療関連株式の動向】

＜概略＞

2016年初来から2月前半までは先進国株式と概ね同様の動きとなり、医療関連株式の株価は下落しました。

2月後半から3月末にかけては、医療関連株式は先進国株式の上昇を受けて上昇したものの、米大統領の予備選挙
において立候補者から薬価引き下げや、オバマケア（米医療保険制度改革法）廃止について発言されたことなどが嫌
気され株価の戻りは限定的となりました。また、カナダの製薬会社であるバリアントがデフォルト（債務の不履行）の可能
性に言及したことなども株価の重しとなりました。

＜内外個別企業のトピックス＞

2015年11月に主として節税のために合併の方針を発表した世界最大級の医薬品会社である「ファイザー」とアイルラ
ンドの同業大手「アラガン」でしたが、米財務省の新たな規制導入を理由に2016年4月初旬にその合併を一旦撤回し
ました。ただ、こうした企業財務戦略や事業拡大等を目的としたＭ＆Ａ（合併・買収）は今後も続くと見られます。

国内では、がんの新薬が承認され今後の収益拡大が期待されている小野薬品工業や、インフルエンザの治療薬の
承認が期待されている塩野義製薬の株価が、当ファンドの設定日以来の期間（2014年9月8日～2016年4月28日）
でそれぞれ169％、136％上昇するなど、研究中の新薬候補が高く評価されました。なお、当ファンドでは両銘柄とも
設定当初から保有を継続しています。

* ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービスセクターには、ヘルスケア製品の販売会社、透析、医療検査、薬局運営支援、事務処理、
人材派遣マーケティング等を供する会社、病院などのヘルスケア関連施設の所有や運営を手掛ける会社などが含まれます。

・ 各騰落率は、ファンドの基準価額の評価に合わせるため、現地前営業日の指数値に当日の為替を乗じた値を基に算出しています。

■医療関連株式はＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックスを使用しています。また、医薬品、バイオテクノロジー、ヘルスケア機器・用品、ヘルスケア・プロバイダー
/ヘルスケア・サービスは、ＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックスのサブインデックスをそれぞれ使用しています。■ＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックス（円
ベース）およびＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックスの各サブインデックス（円ベース）はＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックス（米ドル建て税引き後配当込
み）およびＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックスの各サブインデックス（米ドル建て税引き後配当込み）を三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したものです。■上記は指
数を使用しています。指数については、「本資料で使用している指数について」をご覧ください。

（ご参考）当ファンド設定来における医療関連株式の業種別騰落率（円ベース）

（期間：2014年9月8日～2016年4月28日）

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成

■上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。■計測期間が異なる場合には結果も異なる点にご注意ください。
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【今後の市場見通し】

医療関連株式は引き続き投資魅力が高いとみています。①バイオ医薬品分野での活発なイノベーションやＦＤＡ
（米国食品医薬品局）による医薬品の承認ペースが、2000年代に比べて速くなる傾向にあること、②新興国の経
済成長に伴う所得増加や人口増加、③先進国を中心とした世界の高齢化などを背景に、今後も医療関連株式市
場の中長期的な成長が見込まれています。

ただ、医療関連企業の収益見通しは引き続き堅調とみられる一方で、2016年は米国大統領選挙を前に株価の変
動が大きくなることが予想されます。今後、選挙に向けて薬価を含む医療費を巡る政治的議論が盛んになることは
明らかです。このため、一時的に企業収益などのファンダメンタルズが株価に反映されにくくなることも予想されます
が、11月の大統領選挙が終われば株価は次第にファンダメンタルズを反映した動きを取り戻すとみています。

医療関連株式は先進国株式と比較して、ＥＰＳ（一株当たり純利益）成長率の見通しが高いことなどを背景に2014
年から2015年にかけてＰＥＲ（株価収益率）も高い水準で推移しましたが、2016年4月末時点のＰＥＲは先進国株
式と、ほぼ同水準となりました。

足下の医療関連株式の株価は、世界的な景気減速懸念の台頭や市場のリスク回避的な動きが広がったことなど
から、その比較的高い予想ＥＰＳ成長率が反映されにくい状況にあると見ています。今後、市場全体が落ち着きを
取り戻すに従い、医療関連株式のＰＥＲが再び高まる局面もあり得ると考えています。

【運用方針】

引き続き個別企業の長期的な収益成長力等を吟味/選別し、先進的な研究開発力などを背景に中長期で堅調
な業績が見込まれる企業を中心に投資を行っていく方針です。バイオテクノロジー技術の発展や、医薬品、医療
サービスへの価格抑制圧力は企業間のグローバルな優勝劣敗をもたらすと予想され、今後も個別銘柄の選別がよ
り重要と考えています。また、短期的に株価が上昇した銘柄を一部売却し、逆に株価が下落した銘柄を買い増すこ
とで、運用成果を追求していく方針です。

今後の市場見通しおよび運用方針

（ポイント）
（期間：2014年8月末～2016年4月末）

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成

先進国株式および医療関連株式の
予想ＥＰＳ（1株当たり利益）の推移

先進国株式および医療関連株式の
ＰＥＲ（株価収益率）の推移

◆先進国株式はＭＳＣＩ ワールド・インデックスを、医療関連株式はＭＳＣＩ ワールド・ヘルスケア・インデックスを使用しています。
◆予想ＥＰＳはブルームバーグ社の予想データを使用しています。
◆上記は指数を使用しています。指数については、「本資料で使用している指数について」をご覧ください。

（期間：2014年9月8日～2016年4月28日）

■上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。■計測期間が異なる場合には結果も異なる点にご注意ください。

（2014年8月末を100ポイントとして指数化）
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※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」をご覧ください。

ブリストル・マイヤーズ スクイブ

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY ＜医薬品＞

アラガン

ALLERGAN PLC ＜医薬品＞

メルク

MERCK & CO. INC.

■各医薬品売上高は2015年度のものを、ＥＰＳは直近12ヵ月の1株当たり利益を使用しています。■ＥＰＳおよびＰＥＲの予想値は、基準日時点でブルームバーグ
社が集計したアナリスト予想平均値です。■上記は基準日時点でのウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（以下ウエリントン社ということがあります。）
の見方等を含んでいますが、それらはあくまで参考用であり、将来を示唆または保証するものではなく、また将来予告無く変更されることがあります。■上記は基準日
時点での当ファンドの組入上位3銘柄をご紹介するために掲載したものであり、上記銘柄の購入を推奨するものではありません。また、これらの銘柄が今後も当ファン
ドに組み入れられ続けるとは限りません。■業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。詳しくは「ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について」をご覧ください。

株価とＥＰＳ（一株当たり利益）の推移

株価とＥＰＳ（一株当たり利益）の推移

株価とＥＰＳ（一株当たり利益）の推移

（ご参考） 組入上位銘柄のご紹介

（出所）各社アニュアルレポート等の資料、ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成

※2016年、2017年、2018年度末の数値

■上記は、過去の実績・状況です。本見通しないし分析は作成時点での見解を示したものであり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するもので
はありません。また、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。

※2016年、2017年、2018年度末の数値

＜医薬品＞

銘柄概要

 米国の大手製薬会社。バイオ医薬品の開発に注力。今後、がん免疫
療法薬の分野で中心的プレーヤーになることが期待されている。

 がん免疫療法薬（PD-1阻害薬）のオプジーボは、ＦＤＡから悪性黒色
腫に加え、進行期肺扁平上皮がんへの適応でも承認された。さらに、
2015年11月には進行期腎細胞がんにおいて追加承認された。

 また、皮膚がん免疫療法薬ヤーボイ（売上高11.3億米ドル）は、2015
年7月には日本でも承認されている。

 その他、関節リウマチ薬のオレンシア（売上高18.9億米ドル）、向精神
薬エビリファイ（売上高7.5億米ドル）等が主力。

銘柄概要

 米国（本社はアイルランド）の特殊医薬品メーカー。バイオ医薬品や美
容関連の医薬品等に注力。

 旧社名はアクタビス。2014年7月にアルツハイマー治療薬のナメンダ
や血圧降下剤のバイストリック等を展開するバイオ医薬品大手フォレス
ト・ラボラトリーズを買収。2015年3月には医薬品大手でしわ取りの注
射剤「ボトックス」を主力製品とするアラガン社を買収し、2015年6月
に社名をアラガンへ変更。

 ジェネリック医薬品事業をイスラエルの製薬大手テバへ、2016年6月
を目標に売却予定。

銘柄概要

 米国の大手製薬会社。動物向け医薬品等、広範な事業分野を持つ。

 糖尿病治療薬ジャヌビア（売上高38.6億米ドル）、コレステロール低下
薬ゼチーア（売上高25.3億米ドル）、関節リウマチ等治療薬の
レミケード（売上高17.9億米ドル）等が主力。

 2014年9月に米ＦＤＡから承認された進行性メラノーマ治療薬である
キートルーダは、2015年7月に欧州でも承認された。2015年10月に
は米ＦＤＡから非小細胞肺がん治療薬として追加承認された。

 2015年1月には、C型肝炎治療薬が米ＦＤＡに承認された。
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販売用資料世界メディカル関連株式オープン 愛称：医療革新

三菱ＵＦＪ国際投信

※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

信託財産の成長を目指して運用を行います。

【ファンドの目的】

【ファンドの特色】

１ 世界主要先進国市場の医療関連企業の株式を主要投資対象とします。

◆世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス等の医療関連（メディカ
ル関連）企業の株式に分散投資を行います。

◆株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

２ 徹底したボトムアップ・アプローチ*を行い、企業の適正価値に対して株価が割安と判断する銘柄に投資します。

◆収益性や財務内容に加え、長期的な視点に基づき、新商品の研究開発力、経営戦略、競争力等に重点を置いた
ボトムアップ・アプローチ*を行います。

独自に評価する企業の適正価値に対して、株価が割安であると判断する銘柄に投資します。

* 【ボトムアップ・アプローチ】投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を
行い、その積み上げによりポートフォリオを構築していく方法です。

◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

３ ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図の権限を委託します。

◆主として医療関連企業の株式に関する運用指図の権限を委託します。

◆ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーは、1928年に創業した米国最古の運用機関の一つです。

◆医療関連セクターでは世界最大規模のファンドの運用アドバイザーを受託しています。

４ 年1回決算を行い、収益の分配を行います。

◆毎年8月27日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

収益分配方針

・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

・委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。

（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もあります。）

■ファンドのしくみ：ファミリーファンド方式により運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または
一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色１、特色２のような運用ができない場合があります。

将来の収益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なく、委託会社の判断により、分配を
行わない場合もあります。

委託会社およびファンドの関係法人

委託会社／ 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

● 設定・運用は● お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は

受託会社／ 三井住友信託銀行株式会社
販売会社／ 三井住友信託銀行株式会社
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※後記の「本資料に関してご留意頂きたい事項」をご覧ください。

投資リスク

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。

○株価変動リスク

株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変
動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。

○為替変動リスク

当ファンドは、主に米ドル建の有価証券に投資します（ただし、これらに限定されるものではありません。）。外貨建資産に投資を行いますの
で、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば当
ファンドの基準価額の下落要因となります。

上記のリスクは主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

■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。

【本資料で使用している指数について】

ＭＳＣＩ ワールド･インデックスおよびＭＳＣＩ ワールド･ヘルスケア・インデックス（出所：ＭＳＣＩ）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たもの
でありますが、その確実性及び完結性をＭＳＣＩは何ら保証するものではありません。またその著作権はＭＳＣＩに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子
的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒
布・使用等することは禁じられています。

【ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について】

Global Industry Classification Standard (“ＧＩＣＳ”)は、MSCI Inc.（以下ＭＳＣＩ）とThe McGraw-Hill Companies, Inc.の事業部門であるStandard & Poor’s
（以下Ｓ＆Ｐ）が開発し、両者が排他的知的財産および商標を有しています。三菱ＵＦＪ国際投信㈱は、許諾を得て利用しています。ＧＩＣＳおよびＧＩＣＳの基準
および分類作業に関連したＭＳＣＩおよびＳ＆Ｐとその関係会社あるいは第三者（以下、ＭＳＣＩおよびＳ＆Ｐとその関係会社）は、当該基準および分類（あるいは、
これらを利用した結果）に関して何らかの保証や表明を行うものではありません。また、ＭＳＣＩおよびＳ＆Ｐとその関係会社は、ＧＩＣＳの独創性、正確性、完全性、
販売可能性や特定の利用目的に対する適合性等を保証するものではありません。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合においても、ＭＳＣＩおよび
Ｓ＆Ｐとその関係会社は、損害が発生する可能性を知悉していた場合であっても、直接的な損害、間接的な損害、特別な損害、懲罰的損害賠償、結果として
の損害、その他の損害（逸失利益を含む）について、その責を負いません。

■その他の留意点 ・ 投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありま
せん。

・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、
分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

・ 受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には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。

・ 当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。

ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク
運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて
改善策を審議しています。

なお、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の投資リ
スクに対する管理体制や管理状況等をモニタリングしています。

■リスクの管理体制
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お申込みメモ、ファンドの費用 （ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。）

【本資料に関してご留意頂きたい事項】

■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した販売用資料です。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。

■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。


