
銘柄名
（業種名）

組入
比率

会社紹介
（【＊＊】＝テーマ）

1
ソフトバンク

（情報･通信業）
3.12%

【消費】
・通信サービス大手。携帯電話累計加入者シェア国内3位。連結子会社にインターネットサービ
ス国内トップのヤフー。
・ソフトバンクが３割強を出資するアリババグループホールディングスは、企業間電子取引サイト
の「アリババ・コム（香港市場上場）」、消費者向けインターネットショッピングサイトの「タオバ
オ」、電子決済サービスの「アリペイ」など、中国を代表する大手インターネットサービス会社を
傘下に擁する。今後、「中国のネット企業持株会社」としての評価が高まっていくと期待。

2
ファナック

（電気機器）
3.05%

【インフラ】
・工作機械の数値制御を実現するＮＣ装置と多間接式産業用ロボットが二本柱。ＮＣ装置では
世界シェアトップ、ロボットでも上位。電動式射出成形機などでも存在感。徹底した効率化がも
たらした、収益性の高さと良好な財務体質にも定評がある。
・工作機械向けＮＣ装置の需要が韓国・中国を中心に回復基調。アジアでは工作機械のＮＣ化
の比率が先進国に比べ低いこと、ＮＣ装置はファナックを始めとする大手メーカーの寡占市場
になっていることから、中期的な業績拡大期待は大きい。

3
ユニ･チャーム

（化学）
3.03%

【消費】
・生理用品・紙おむつで国内トップシェアを誇る日用品大手。
・1984年に台湾に子会社を設立するなど、早い段階からアジア市場への進出を積極化。現在
はタイ・インドネシアなどでトップシェアを確保。中国では現在3番手だが、普及価格帯商品の
投入や内陸部での販売網を拡大中。アジア地域での生理用品・紙おむつの普及に伴い、中期
的な業容拡大が期待される。

4
三菱商事
（卸売業）

3.03%

【資源】
・総合商社最大手。金属とエネルギー分野に注力、連結当期利益の約8割をこの分野で稼ぐ
（2009年3月期)。ＬＮＧ（液化天然ガス）と原料炭（鉄鋼原料用の石炭）に強み。
・中でも、原料炭では資源メジャーのＢＨＰビリトンとの合弁会社を通じて豪州に鉱山を保有。高
品位の強粘炭では世界最大の海上貿易量誇る。アジアを始めとした新興国の経済成長を背景
に、中期的な収益源になると期待される。

5
コマツ
（機械）

3.01%

【インフラ】【資源】
・建設機械で国内トップ、世界でも米・キャタピラーに次ぐ2位。成長地域であるアジアのサービ
ス網構築ではキャタピラーに先行。現地生産を推進した成果もあり、アジア地域での収益性は
先進国よりも高い。
・中国では各種インフラ投資が活発化、リーマンショック後一時停滞していた建設機械の販売
が急回復。遅れてインドネシア等でも改善傾向が見られ、業績は再度拡大へ。世界に先駆けて
商用化したハイブリッド油圧ショベルが差別化商品に。

6
日産自動車

（輸送用機器）
2.97%

【消費】【環境】
・トヨタ・ホンダに次ぐ国内3位の大手自動車メーカー。仏・ルノー傘下で各種改革を実施、収益
性の改善が進む。
・中国で自動車販売が好調。「ティーダ」など1,600cc以下の小型車中心のラインナップ、販売
店ネットワークも地方を中心とする「2級都市」「3級都市」を中心に展開している点で特徴打ち出
す。2009年7-9月における日産の売上台数は前年比71.6%増と大きく伸びている。

7
味の素

（食料品）
2.88%

【消費】
・調味料の国内最大手。社名ともなっているうま味調味料から、食品・飲料、飼料用アミノ酸など
に展開。
・海外展開に積極的。アジアはその主力市場かつ収益源。中でも、タイやインドネシアなど東南
アジア主要国における営業利益率は２桁と、全社平均を大きく上回る。ほんだし（日本）、ロッ
ディー（タイ）、マサコ（インドネシア）など、各地の食習慣と味覚に沿った風味調味料などを武器
に着実に売上を拡大中。

【臨時レポート】  2009 年 11 月 18 日

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■コメント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。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

日本株アジア戦略ファンド 【愛称：アジアン・パワー】
当初ポートフォリオ構築のお知らせ

組入上位銘柄（2009年11月13日現在）

当レポートは、4 枚組みです。

追加型投信／国内／株式

当ファンドは設定日の2009年11月6日以降、市況動向などを勘案しつつ、慎重にポートフォリオを構築してまいりました。運用開始か
ら約一週間経過した2009年11月13日に、当初のポートフォリオが構築できましたので、受益者のみなさまに組入上位銘柄をご報告
申しあげます。今後もファンドのパフォーマンス向上をめざし、銘柄の分析・選定に努めてまいります。
引き続き「日本株アジア戦略ファンド【愛称：アジアン・パワー】」をご愛顧くださいますよう、お願い申しあげます。

・比率は純資産総額に対する割合です。
・上記組入銘柄および組入比率は過去の実績・状況であり、将来の運用状況を示唆・保証するものではありません。
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銘柄名
（業種名）

組入
比率

会社紹介
（【＊＊】＝テーマ）

8
ファーストリテイリング

（小売業）
2.17%

【消費】
・カジュアル衣料品店「ユニクロ」を全国展開。自社で企画した製品を中国・ベトナム・バングラ
デシュなどで生産を行うことで「高品質・低価格」を実現。近年も「ヒートテック」や「ブラトップ」な
どをヒットさせるなど、製品開発力にも定評。
・「アジア各国で圧倒的ナンバーワン」を標榜、アジア各地への店舗展開を加速。中国・香港で
は2011年に100店舗超の店舗網を整備、以降も年間100店舗出店の体制構築目指す。海外事
業は2010年8月期時点で営業黒字化見込、新たな収益源に。

9

三井住友海上グループ
ホールディングス

（保険業）
2.11%

【消費】【インフラ】
・傘下に損害保険国内3位の三井住友海上火災保険。2010年4月にあいおい損害保険、ニッセ
イ同和損害保険と経営統合、「ＭＳ＆ＡＤインシュアランス　 グループ　ホールディングス」に。
・海外事業、中でもアジア地域での拡大に積極的。アジア各地で保険料率算出のインフラ作り
から着手した実績を持ち、現在はシンガポール・マレーシア・フィリピン・タイ等で外資系保険と
して5位以内、かつ現地損保市場で5％以上のシェアを誇る。

10
日本電気硝子

（ガラス･土石製品）
2.07%

【消費】
・ガラス基板の大手。ＴＦＴ液晶用ガラス基板では世界3位、プラズマディスプレイ用ガラス基板
では世界2位のシェアを持つ。ＬＧフィリップスなど韓国メーカーが主要顧客。
・「家電下郷（家電製品を地方に）」政策を打ち出す中国では液晶テレビの売上が急拡大中。そ
れに伴い、世界の液晶ガラス基板の需給バランスは当面大崩れすることなく推移すると期待さ
れる。生産性回復と相まって利益水準の切り上がりに期待。

11
ナブテスコ

（機械）
2.06%

【インフラ】
・産業用ロボット向け精密減速機で世界シェア6割を誇る機械メーカー。そのほか、建設機械用
走行ユニット、鉄道車両用ブレーキ、自動ドアなど幅広い製品を手がける。いずれも国内では
高シェアを誇る。
・アジアの好調を受けて、産業用ロボットや建設機械を生産する大手顧客の在庫処理が一巡。
生産回復の動きが追い風に。また、建設機械用部品では国内のみならず中国メーカー向けの
販売も拡大していることも注目される。

12
ヤマハ

（その他製品）
2.03%

【消費】
・楽器の世界トップメーカー。楽器ではアコースティックからデジタルまでの総合的な商品ライン
ナップに特徴。ブランド力強い。デジタル楽器の技術を生かした携帯電話用音源半導体など、
多角化にも積極的。
・先進国の楽器需要は冷え込んでいるが、中国では日本同様の「ヤマハ音楽教室」の展開に
加え、現地生産による低価格帯商品を投入することなどにより、同社の売上は拡大中。中期的
な需要拡大にも期待がかかる。

13
日東電工
（化学）

2.03%

【環境】【消費】
・各種電子材料の大手。世界トップシェアを誇る液晶パネル用の偏光フィルムが代表的な製
品。
・主力の偏光フィルムは中国の家電ブームの恩恵を受けて堅調をキープしていることに加え、
海水淡水化や排水再処理装置に欠かせない「逆浸透膜」で高シェアを持つ点にも注目。中国
では工業用水の利用増や都市化の進行に伴い、河川の水質汚濁や農業用水の不足が指摘さ
れ、今後の需要拡大に期待。

14
日立製作所
（電気機器）

2.03%

【インフラ】【環境】
・総合電機の国内最大手。情報通信・電力産業・電子デバイス・民生機器など製品・サービスの
ラインナップは広範。
・アジアの経済成長が追い風になる事業を数多く持つ。中でも、油圧ショベルに強みがある建
設機械や、原子力発電で米・ゼネラルエレクトリック（ＧＥ）と提携関係にある電力、新幹線車両
を手がけた実績を持つ鉄道などは注目分野。
・上場子会社5社の完全子会社化に向け株式公開買付を行うなど、グループ体制改革に着
手。今後の経営効率向上に期待。

15
住友金属鉱山
（非鉄金属）

2.02%

【資源】
・非鉄金属の鉱山開発・精錬と電子材料が事業の二本柱。前者では銅・ニッケル・金が主力。
ポゴ金鉱山（米）など鉱山権益の獲得にも積極的。電子材料では液晶パネルなどに使われる
二層めっき基板、半導体用リードフレームなどに強み。
・主力製品の銅は、中国の需要が世界全体の約3割を占めるまでに拡大。中期的な電力・通信
などの各種インフラ整備需要に後押しされ、市況は堅調に推移すると期待される。

【臨時レポート】  2009 年 11 月 18 日

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

■コメント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。
■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。
■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

日本株アジア戦略ファンド 【愛称：アジアン・パワー】

組入上位銘柄（2009年11月13日現在）

・比率は純資産総額に対する割合です。
・上記組入銘柄および組入比率は過去の実績・状況であり、将来の運用状況を示唆・保証するものではありません。
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日本株アジア戦略ファンド 【愛称：アジアン・パワー】

当資料のご利用にあたっての注意事項等

《お申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。》

ファンドの特色

・わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長をめざします。
・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
・アジア地域の経済成長の恩恵を受けることによって、中長期的な利益成長が期待できる企業の株式に投資します。
・アジア地域でも特に需要増加が見込まれる「資源」、「インフラ」、「消費」、「環境」の分野を中心に投資を行います。
・運用にあたっては、企業訪問等を通じた個別銘柄分析に基づくボトムアップ・アプローチにより銘柄選定を行います。
・アジア地域において既に収益をあげている企業に加え、将来的にアジア地域での収益拡大が期待できる企業も
 投資対象とします。

商品概要

設定日 ： 2009年11月6日

決算日 ： 原則として、毎年4・10月の各15日（休業日の場合は翌営業日）

信託期間 ： 2019年10月15日まで

ただし、ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。

ベンチマーク ： 規定しておりません。

お買付け申込み・

中途換金

： 原則として、いつでもお買付申込み、換金のお申込みができます。

申込価額 ： 申込受付日の基準価額

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

■申込時に直接ご負担いただく費用

  申込手数料 ： 申込価額×3.15％（税抜 3％）を上限として販売会社が定める手数料率

■換金時に直接ご負担いただく費用

  信託財産留保額 ： なし

■保有期間中に間接的にご負担いただく費用

  信託報酬 ： 純資産総額に対して、年率 1.5225％(税抜1.45％)

  その他費用(*) ： 売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等

  (*)「その他費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

《課税関係》個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。なお、法人

の課税は異なります。また、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。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。／金融商品取引業者以外の金
融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。／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。／投資信託の取得のお申込
みを行う場合は、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。／投資信託は、書面による
契約の解除（クーリング・オフ）の適用はありません。／運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
■当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために三菱ＵＦＪ投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。／当資料の内容
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。／当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・完全性を保
証するものではありません。／当資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・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ので、実質的な投資成果を示すものではありません。
■市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。

当ファンドは、主に株式を投資対象としますので、株式市場の相場変動により組入株式の価格が下落すること、組入株式の発行
者の倒産や財務状況の悪化等の影響により組入株式の価格が下落すること等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被るこ
とがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金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
資元金を割り込むことがあります。当ファンドの主な投資リスクとして、組入株式の価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク等
があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「基本情報　Ⅲ リスク」をご覧ください。

設定・運用 …三菱ＵＦＪ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 （社）投資信託協会
 　　　　　　（社）日本証券投資顧問業協会

  ＜お客様専用フリーダイヤル＞ 0120-151034（毎営業日の9：00～17：00）
  ＜オフィシャルサイト＞　                           http://www.am.mufg.jp/
     基準価額・分配金をメール配信　             http://k.m-muam.jp/a/1/3
    （＊メール配信対象外ファンドもあります。）

【臨時レポート】  2009 年 11 月 18 日
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 ワイエム証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 中国財務局長（金商）第8号  

 浜銀ＴＴ証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 関東財務局長（金商）第1977号  

 東海東京証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会／（社）金融先物取引業協会
 関東財務局長（金商）第2134号  

 宇都宮証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 関東財務局長（金商）第32号

 商号  登録番号等  加入協会
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当ファンドにかかるリスクについて

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンド
のリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

市場リスク

信用リスク

流動性リスク

（価格変動リスク）
当ファンドは、株式を主要投資対象としており、株式の投資に係る価格変動リスクを伴います。
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、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元金を割り込むことがあります。

信用リスクとは、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、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますの
で、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

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、または取引が不可能となるリスクのこ
とを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売
却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性
があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
す。

留意事項

・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
・当ファンドは、特定のテーマ・業種に絞って投資を行いますので、これらの動向によっては、株
式市場全体の動きと当ファンドの基準価額の動きが大きく異なることがあります。

販売会社情報一覧表

 4 <250958>




