
プロジェクトＥ 決算レポート

【本資料に関するご注意事項】
■本資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。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。 1/2

ファンド情報提供資料
（データ基準日：2019年9月19日）

本資料は「日本エネルギー関連株式オープン〈愛称：プロジェクトＥ〉」の決算について投資家のみなさまにお知らせするために作成したものです。このため、ファンドの商品性、リスク、お申込みメモ等については投資信託説明書（交付目論見書）をご確認いただく必要があります。

当ファンドは2019年9月19日に決算を迎えましたが、
基準価額が10,000円を下回っているため、当期の分配金は0円（１万口当たり、税引前）となりました。

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。・信託報酬率は、裏面の「ファンドの費用」に記載しています。 ・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。 ・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。 ・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われ
ない場合があります。 ・ＴＯＰＩＸはファンドのベンチマークではありません。 ・2019年8月末時点の企業HPを基に作成しています。 ・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、「当期間の株価上昇率上位３銘柄および株価下落率上位３銘柄」を紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。 ・ファンドの騰
落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。 ・組入比率はファンドの純資産総額に対する投資比率です。 ・表示桁未満は四捨五入しています。・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。

(出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、企業ＨＰ、各種資料のデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2019年3月19日～2019年8月30日、組入順位及び組入比率は2019年8月末時点）当期間の株価上昇率 上位３銘柄

＜ご参考＞組入銘柄の株価上昇・下落率上位３銘柄のご紹介
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追加型投信／国内／株式

日本エネルギー関連株式オープン

前回決算日（2019年3月19日）から今回決算日（2019年9月19日）までの当ファンドの基準価額の騰落率は、-2.2％とマイ
ナスとなりました。

前回決算日から4月中旬にかけては、米中貿易摩擦への懸念が後退したことや米国の利上げ停止観測を好感し、基準価額
は大きく上昇しました。一方で、ゴールデンウィーク以降は、再び米中貿易摩擦が激化したことで大きな調整を余儀なくされ
ました。その後は米国の利下げ観測を好感した上昇局面もありましたが、米中貿易摩擦の激化、軟調な経済指標などの悪材
料の影響を受け、前回決算日から今回決算日までの当ファンドの基準価額は、国内株式市場の代表的指数であるＴＯＰＩＸ
の騰落率を2.5％下回った形となりました。

☂下落要因－ 2019年8月の決算発表にて、

12月期の連結最終損益を30億円の赤字に下方
修正した事で、株価が急落。米中貿易摩擦により、
中国から米国に輸出する製品の需要が急減した
影響を受けた。

プロジェクトＥＢＯＯＫ
ｖｏｌ.9

（期間：2019年3月19日～2019年9月19日）
（円）

前回決算日からの基準価額の推移

本資料では、前回決算日以降の基準価額の変動要因や個別銘柄の状況、投資テーマに関する情報などをお伝え致します。
皆さまのご期待にお応えできるよう、今後も銘柄選定の強化によりパフォーマンスの向上に努めてまいります。

設定来の基準価額・純資産総額の推移

（期間：2019年3月19日～2019年8月30日、組入順位及び組入比率は2019年8月末時点）

（期間：2015年9月25日（設定日）～2019年9月19日）

☂下落要因－ 大手顧客における予算の
縮小や執行の遅れ、大型連休によるメンテナンス
需要の減少等により低調な出だしとなった事により、
2020年2月期1Ｑ（3-5月）決算の売上高が市場
予想を下回った。

運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

分配金（１万口当たり、税引前）…0円 基準価額（１万口当たり、分配落ち後）…7,800円

■ 保有継続理由－ 同年8月に発表された

新たな中期経営計画では、2020年度には大型セパ
レータ量産ラインなどの貢献により、営業利益は25億円
まで回復し、2022年度には100億円まで高まる見込
み。
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■ 保有継続理由－ 資本業務提携等により、
新規案件の獲得と既存案件の深堀が進展。今後は、
同社ならびに業務提携先双方の取扱アイテムを
ワンストップで提案する事による顧客単価の増加が
期待される。

☂下落要因－ 2019年2-4月期の旅行事
業の営業利益は5％減。改元に伴う10連休で日本
発の海外旅行は大きく伸びたものの、中国からの
訪日旅行事業の採算悪化がそれを打ち消した。

■ 保有継続理由－ 同年8月下旬には、10
月期の純利益が下方修正され、やや失望感があった
ものの、主力の旅行事業は57％営業増益、エネル
ギー事業は売上1.8倍、営業利益は黒転と、業績貢
献がスタート。

☀上昇要因－ 自動運転やロボット等の成長分

野に関わるシステム開発に注力したことで直近4年で、営
業利益は3.1倍に増益。株価上昇の背景は良好な
決算内容。

☀上昇要因－ 株価上昇の背景は良好な

決算内容。企業のIT投資需要が旺盛で金融関連のシス
テム開発が伸長し、エネルギー関連ビジネスも拡大。
決済関連の更新需要を取り込む。キャッシュレス化を
追い風にＱＲコードの決済システムの利用が増え、増収。

（円） 【株価の推移】 （円） 【株価の推移】 （円） 【株価の推移】

（円）
【株価の推移】 （円）

【株価の推移】
（円） 【株価の推移】

☀上昇要因－ キャッシュレス化を追い風に、Ｑ

Ｒコード決済サービスが伸長。企業の生産性改善に
向けたＩＴ投資需要は強く、ＡＩ（人工知能）などのデジタル
技術を活用したサービスが拡大。金融機関向けの基幹
系システム開発が伸び、増収。

組入順位：35位、組入比率：1.3％ 組入順位：12位、組入比率：2.3％ 組入順位：19位、組入比率1.9％

組入順位：48位、組入比率：0.7％ 組入順位：27位、組入比率：1.6％ 組入順位：56位、組入比率：0.3％
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販売会社（購入・換金の取り扱い等）

販売会社は右記の三菱ＵＦＪ国際投信の照会先でご確認いただけます。

設定・運用は

0120-151034（フリーダイヤル）
受付時間/営業日の9：00～17：00
●ホームページアドレス
https://www.am.mufg.jp/



ファンド情報提供資料プロジェクトＥ 決算レポート

 ファンドの目的
信託財産の成長を目指して運用を行います。

 ファンドの特色
① わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式のうち、エネルギー関連企業の株式を主要投資対象とします。

＜エネルギー関連企業とは＞ 当ファンドにおいて、エネルギー関連企業とは、世界のエネルギー情勢の変化を事業機会として捉え、これに
対応することで収益拡大が期待される日本企業をいいます。

② 企業の成長性、収益性および技術優位性などに着目し、ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行います。

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

③ 年2回決算を行い、収益の分配を行います。
■ 毎年3月19日および9月19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。

原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている部分について、
分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります。）

•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場合もあります。）

収益分配方針

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。

表面の【本資料に関するご注意事項】の内容を必ずご覧ください。

・上記の注目投資テーマは一例であり、すべての投資対象を網羅するものではありません。また、上記注目投資テーマは2019年8月末時点のものであり、将来変更される場合があります。 ・上記で掲載している企業名は当ファンドの投資テーマを理解していただくため記載したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れるこ
とを保証するものではありません。 ・運用方針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。 ・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。 ・画像はイメージです。

次世代モビリティ

 投資リスク
基準価額の変動要因：基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動等により上下します。また、組入有価証券等の発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。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。主な変動要因は、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。上記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。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

○お客さまが直接的に負担する費用
<購入時>・購入時手数料：購入価額に対して、上限3.24％（税抜 3.00％）販売会社が定めます。 ※消費税率が10％となった場合は、年率3.30％（税抜 年率3.00％）となります。くわしくは、販売会社にご確認
ください。<換金時>・信託財産留保額：ありません。
○お客さまが信託財産で間接的に負担する費用
<保有期間中>・運用管理費用（信託報酬）：日々の純資産総額に対して、年率1.566％（税抜 年率1.450％）をかけた額 ※消費税率が10％となった場合は、年率1.595％（税抜 年率1.450％）となります。
・その他の費用・手数料：以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。 ・監査法人に支払われる当ファンドの監査費用 ・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 ・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 ・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載
することはできません。
※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。 ※上記の費用（手数料等）については、保有金額ま
たは保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

 ファンドの費用

<課税関係>課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額
投資非課税制度）の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

注目投資テーマ

エネルギー源の多様化
エネルギーインフラの

規制緩和

注目投資テーマ

321

期中のファンドマネジャー目線
米中貿易摩擦が和らぐ可能性や、中国の景気刺激策に対する期待があったことから、内需関連銘柄
のウエイトをやや引き下げ、業績に貢献が見られ出したＥＶ（電気自動車）関連のウエイトをさらに
高めました。

EVに関連する銘柄の多くは、まだ規模の小さいEV関連製品が成長し始めている一方で、大きなウエ
イトを占める既存ビジネスが米中貿易摩擦の影響で逆風となりました。結果として全体的に冴えない
業績を余儀なくされ、株価的にも厳しい局面が続いています。とはいえ、昨年来の株価調整により株価
の割安感が一段と強まっています。こうした中で、世界経済をとりまく不透明感が後退すれば、既存
ビジネスの復調と新規事業の開花という、バリュエーション（割安度）とファンダメンタルズ（企業の
財務状況）の双方から魅力的な投資局面が訪れるのではないかと考え、引き続き注目投資テーマ１の
「次世代モビリティ」に軸足をおいたポートフォリオ構築を行っています。

注目投資テーマ

追加型投信／国内／株式

日本エネルギー関連株式オープン

(出所）各種資料を基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
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主担当

ファンドマネジャー

小島直人

株式運用部 国内株式グループ
チーフファンドマネジャー

注目投資テーマへ注目する理由

ファンドマネジャーに聞く！

個別銘柄の売買状況
期中には新規銘柄として、メイコー、ダブルスコープ、堀場製作所、
の3銘柄に投資しました。全売却銘柄はありません。また既存銘柄
では、トヨタ自動車等を買い増した一方で、クレハ等の保有比率
を一部減少させました。

個別銘柄の売買状況
期中に組入れた新規銘柄はアイシン精機の1銘柄、既存銘柄の
日本製紙、日本板硝子、古河電気工業、大和ハウスの４銘柄を
全売却しました。既存銘柄では、日立製作所、安川電機、ＣＫＤ
等を買い増した一方で、小松製作所、三菱商事、横河電機、
出光興産等の保有比率を一部減少させました。

個別銘柄の売買状況
期中には新規銘柄はＴＩＳの１銘柄、全売却銘柄はアステリアの
1銘柄です。既存銘柄では、ビジョン、エイチ・アイ・エスの保有
比率を減少させました。

注目する理由
日本電産や太陽誘電等の決算を見て当該テーマへの確信
度をより強めました。具体的には日本電産のＥＶなどの中核
部品であるトラクションモータ*の受注急増、太陽誘電の
自動車向け売上比率が上昇（2019年第１四半期：12％
から2020年第１四半期：19％（推計値））することが見込ま
れています。

注目する理由
米中貿易摩擦により引き続き省力化関連銘柄には逆風が
続いています。業績が外部要因に影響されにくい銘柄の
比率を高めることや、株価が上昇した銘柄の利益確定等、
細かな調整を行っています。

注目する理由
電力ガスの小売り自由化に参入する企業が増えています。
加えて、電力小売事業者の競争力を支援するＩＴサービス・
ソリューションの提供等を行う企業が新たな投資対象として
出てきました。

現在は「プロジェクトE」が注目してい
るテーマの事業比率（≒業績寄与）は
小さく、昔から行っている事業が業
績の大部分を占める

エネルギー情勢の変化という大きな
波の中で、各企業における当ファンド
の「注目投資テーマ」にかかる事業
割合は大きくなると予想

*EVやプラグインハイブリッド車（PHEV）などにおいて駆動力を発生させる中核部品。

「注目投資テーマ」の事業割合イメージ図
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