
「本資料に関するご注意事項」の内容を必ずご覧ください。

組入上位15銘柄

三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン
＜愛称：ブルーム＞
追加型投信／国内／株式

運用実績等

・比率は純資産総額に対する割合です。

（2017年5月末時点）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（2017年5月末時点）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
・上記では、TOPIX 100構成銘柄を大型株、TOPIX Mid400構成銘柄
を中型株、TOPIX Small構成銘柄を小型株と分類しています。

・当ファンドの比率は、現物株式評価額に対する割合です。
・ＴＯＰＩＸの市場別・規模別比率は、参考までに記載しています。
・表示桁未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合
があります。

製品・サービスの競争力の高い企業
継続的に製品・サービスを提供できる企業

ファンド情報提供資料
データ基準日：2017年5月末

銘柄 業種 比率

1 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 銀行業 4.00%

2 スズキ 輸送用機器 2.98%

3 朝日インテック 精密機器 2.90%

4 ファナック 電気機器 2.88%

5 ソフトバンクグループ 情報・通信業 2.57%

6 東京エレクトロン 電気機器 2.53%

7 東海カーボン ガラス・土石製品 2.49%

8 山一電機 電気機器 2.48%

9 ディスコ 機械 2.37%

10 Ｄ．Ａ．コンソーシアムホールディングス サービス業 2.35%

11 ＵＡＣＪ 非鉄金属 2.31%

12 任天堂 その他製品 2.23%

13 東京応化工業 化学 2.22%

14 三井金属 非鉄金属 2.19%

15 ペプチドリーム 医薬品 2.08%

■当ファンドと参考指数（ＴＯＰＩＸ）の年次騰落率比較 （期間：2008年～2017年）

・基準価額、基準価額（分配金再投資）は設定日を10,000として指数化しています。・ＴＯＰＩＸは設定日を10,000として指数化し、参考までに記載しています。
・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。・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。・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、当ファンドのベンチマークではありませんが、市況推移の参考として掲載しています。当ファンドの騰落率は基準価額（分配
金再投資）を使用しています。

■基準価額と純資産総額の推移
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・上記は、過去の実績・状況、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、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。・上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。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。

（年）

当ファンド ＴＯＰＩＸ 差

大型株 31.5% 57.8% -26.3%

中型株 32.1% 31.8% 0.3%

小型株 27.9% 10.4% 17.5%

5.3% - 5.3%

2.2% - 2.2%

1.0% - 1.0%

100.0% 100.0% -合計
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（ご参考）
当ファンドとＴＯＰＩＸの市場別・規模別比較

＊当ファンドの騰落率は基準価額（分配金再投資）を使用しています。（2017年5月末時点）

業績

時間

◆（ご参考）企業の成長イメージ

成長局面 再成長局面後退局面成熟局面

・上記はイメージであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
また、全ての企業が成長するわけではなく、期待に反して企業価値が低下していくこともあります。

新しい業界トレンドに
おける業績成長局面

景気や業界動向、リストラなどを
背景に業績が底打ちする局面1・商品の独自性・将来性

・事業規模拡大のポテンシャル*2

・利益成長のスピード

企業の成長のインフラ（基盤）、
事業のストラクチャー*1を見極めます。

・成長の方程式の有無

・成長を支える組織・
経営資源調達力

・効率性を損なわない成長

成長に根拠や計算があるかどうかを
見極めます。

3・ブランド力

・経営者・人材

・業界動向・競合の状態

成長のファクター*3が明確であるかを
見極めます。

＜ブルーム＞の

銘柄選定の3つの観点

ファンドのポイント
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・2017年は5月末までです。

＊3 要因

＊1 構造
＊2 可能性



■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。

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。
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。

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価
額の下落要因となります。

信用リスク
組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合
等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合また
は取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

購入時 購入時手数料 購入価額に対して、上限2.7％（税抜 2.5％）
（販売会社が定めます。）（購入される販売会社により異なります。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 換金申込受付日の基準価額に0.3％をかけた額

本資料に関するご注意事項

※運用管理費用（信託報酬）は、日々計上され、毎計算期間の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に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、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。

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1.674％（税抜 年率1.55％）をかけた額

その他の費用・
手数料

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・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。

■お客さまが直接的に負担する費用

■お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

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。

課税関係

ファンドの費用

投資リスク

本資料で使用している指数について

＜今後の見通し＞
当面の国内株式については、一進一退の動きを想定します。目下の世界経済の動向や当面予定されて
いる政治イベントからは、これといった大きな売り買い材料が出てこない可能性が高いと考えているためです。
ただし、海外経済の先行きには不透明感が強まっているため、相対的に内需系業種に属する銘柄への
評価が高まりやすい状況にあると考えます。

■予想PERと予想EPS（日経平均株価ベース）

（出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

■日本の株価指数
（単位：ポイント、円）

「ブルーム」の運用手法…足と頭を使って、スマートな成長を
実現する方程式を見出すことをめざします。

わが国の株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを
基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した値上がり益
の獲得をめざします。

ファンドの特色

ファンドの目的

＜銘柄選定の主な観点＞

・年１回の決算時（４月20日（休業日の場合は翌営業日））に
分配を行います。

・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案
して決定します。

・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。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について
保証するものではありません。

■分配方針

●成長の基盤：企業の成長のインフラ（基盤）、事業の
ストラクチャーを見極めます。

●スマートな成長：成長に根拠や計算があるかどうかを
見極めます。

●成長のファクター：成長のファクターが明確であるかを
見極めます。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（期間：2012年5月末～2017年5月末）

愛称「ブルーム」の由来 （bloom： 花、花が咲く、栄える）
企業は突然成長し始める訳ではありません。継続的な成長を遂げている企業は、例外なく時代の方向を見据え準備をして、明確なビジネスの仕組みを
作り上げています。自然界でも春になると毎年突然の様に花が咲き始めるのは、木々や草花が既に秋の内から準備を行って来たからです。
ファンドでも、ボトムアップからの分析により、企業における「成長の方程式」を見極め、「スマートな成長」を遂げている企業に絞り投資を行います。

加入協会：一般社団法人投資信託協会

設定・運用は …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

一般社団法人日本投資顧問業協会

ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

販売会社(購入・換金の取扱い等)
販売会社は、下記の三菱ＵＦＪ国際投信の照会先でご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
●お客さま専用フリーダイヤル：0120-151034（受付時間／営業日の9:00～17:00）
●ホームページアドレス：http://www.am.mufg.jp/

■日経平均株価（日経225）
日経平均株価（日経225）とは、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち代表的な225銘柄を対象として日本経済新聞社により算出、公表される株価指数です。当指数は、
増資・権利落ち等の市況とは無関係の株価変動要因を修正して連続性を持たせたもので、わが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として、広く利用されています。
同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本商品について一切の責
任を負いません。
■東証株価指数（TOPIX）
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。同指数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。

（倍） （円）

三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン ＜愛称：ブルーム＞

追加型投信／国内／株式
データ基準日：2017年5月末

ファンド情報提供資料

日本 5月末

ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数）

1,568.37

日経平均株価
（日経225）

19,650.57
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過去5年平均15.3倍

（ご参考）日本株の見通し

・上記は、過去の実績・状況、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、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。・上記は指数を使用しており、ファンドの運用実績を示すものではありません。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。・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。


