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ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）
〜銘柄入れ替えと当ファンドの対応等について〜
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ダウ・ジョーンズ社が行ったダウ工業株30
種の構成銘柄入れ替えの詳細
ダウ・ジョーンズ社が行ったダウ工業株30種の構成銘柄入れ替えの詳細
【新規採用】

ゴールドマン・サックス・グループ（金融、米大手金融グループ）、ビザ（情報技術、世界的規模のクレジット
カード会社）、ナイキ（一般消費財・サービス、大手スポーツ用品）

【除外】

アルコア（素材、米アルミ大手）、バンク・オブ・アメリカ（金融、米銀行大手）、ヒューレット・パッカード(情報
技術、コンピュータ大手)

（出所）各種報道より三菱ＵＦＪ投信作成

入れ替えを受けた当ファンドの対応
■ダウ工業株30
種の銘柄入れ替えの背景
ダウ工業株30種の銘柄入れ替えの背景
ダウ工業株30種は、膨大な数の米国企業の中から、企業の継続的な成長性を考慮に入れて選出されており構成銘柄
は時代の流れに合わせて見直しが行われます。今回の入れ替えも、アルミニウム産業の成長鈍化、パソコン等の旧来
型のハードウェアの売上減速、伝統的な銀行業務の成熟化が顕著な一方で、決済手段として世界的に急速に普及率
を高めるクレジットカード、多様なサービスを提供できる投資銀行などの潜在的成長力が大きいことを鑑みると、この流
れに沿うものと思われます。
なお当ファンドにおきましては、今回除外となりました3銘柄については既に成長が鈍化した銘柄との判断のもと、いず
れの銘柄にも投資しておりませんでした。

■当ファンドの
当ファンドの対応
①業種別銘柄数増減
今回の変更により、ダウ工業株30種平均では素材の銘柄が1銘柄（アルコア）減り、一般消費財・サービスの銘柄が1銘
柄（ナイキ）増えました。この変更に従って当ファンドでは業種別の銘柄数を変更しました。
②業種別比率の変化
株価が相対的に高い銘柄（ビザ、ゴールドマン・サックス・グループ）の採用や一般消費財・サービスの銘柄数の増加を
受けてダウ工業株30種は、情報技術、金融、一般消費財・サービスの比率が上昇しました。この業種別比率の変化を
受けて当ファンドでも業種別投資比率の調整を行いました。
③新規採用銘柄の組入れ
当ファンドでは、ゴールドマン・サックス・グループを既に組み入れておりました。また、その他2銘柄（ビザ、ナイキ）につ
いて組入れの是非を検討し組入れを実施しました。
なお、ビザ、ナイキの組入れにあわせ、ビザの代替としてＩＢＭ、業種比率変更に伴いモンサントを除外しております。

■上記の個別銘柄に関する記述は、指数採用銘柄の変更および当ファンドの組入銘柄についてご紹介することを目的として記
載しており、特定の銘柄の推奨を目的とするものではありません。■
■上記見通しないし分析は作成時点の見解を示したもので
あり、将来の市場環境の変動等を示唆・保証するものではありません。

※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。
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ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）
〜銘柄入れ替えと当ファンドの対応等について〜

今回、当ファンドが新たに組み入れた
２銘柄のご紹介
今回、当ファンドが新たに組み入れた２
次世代米国代表企業① ビザ 業種：情報技術
＜企業の概要＞

＜組入れ理由＞

〜世界的なクレジットカード会社〜

・ ＩＢＭとの入れ替えとなります。

・ 世界的な規模で決済技術を提供。小売り電子支払いネッ
トワーク事業とグローバルな金融サービスを手掛ける。

・ 世界的な規模で現金、小切手といった旧来型の支払い
手段からクレジットカード、デビットカードへと、支払い手
段の移行が進展しています。同社は、この分野において
優れた事業展開力とブランド力を持っており、加えてモ
バイル、eコマース等の成長分野にも先行投資を行って
います。マーケット・コンセンサスでは、今後5年間の年
平均ＥＰＳ（1株当り利益）成長率も18.9％とIBMの10.5％
を上回っています。次世代の代表企業たりうるとの判断
の下、当ファンドへの組入れを行いました。

・ 金融、商店、消費者、企業、政府機関などが相互に行う
決済ネットワークを通して、グローバルな商取引を提供。

次世代米国代表企業② ナイキ 業種：一般消費財・サービス
＜企業の概要＞

＜組入れ理由＞

〜スポーツ関連用品製造・販売会社〜

・ 一般消費財・サービス業種1銘柄増に対応した組入れで
す。素材業種で1銘柄減少したことに対してはモンサント
の売却にて対応しました。

・ 日本のオニツ カタ イガ ー（ 現アシ ックス） のランニン グ
シューズを輸入し、米国内での販売から事業をスタート。

・ 直近の四半期決算は、中国の生産拠点における過剰在
庫の調整終了や販売網の事業再構築などが寄与し、売
上高、最終利益とも市場予想を上回る内容となりました。
米国 内で の 消費 者 の健 康 志向を 追 い 風 にス ポーツ
シューズをはじめとしたスポーツ関連用品への購買意欲
が継続するものと見込まれます。加えて、同社のブラン
ド力は新興国での事業展開においても大きく寄与するも
のと思われます。新興国での需要回復も予想されること
から、当ファンドへの組入れを行いました。

・ オニツカタイガーとの提携終了後は、自社でランニング
シューズを開発。その後、サッカースパイク、バスケット
ボールシューズ、サッカーブラジル代表や日本プロ野球
のユニホームを提供するなど、幅広い商品ラインアップを
取り揃えた。ドイツのアディダスと双璧を成す世界的なス
ポーツ用品ブランドメーカー。

（出所）会社ＨＰ、ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

■上記の個別銘柄のご紹介は、当ファンドの新しい組入銘柄についてご紹介することを目的として記載しており、特定の銘柄の推
奨を目的とするものではありません。■
■ 上記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等
を示唆・保証するものではありません。

※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。
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〜当ファンドの変更後の組入銘柄一覧①〜

当ファンドの組入銘柄のご紹介①
当ファンドの組入銘柄のご紹介① （2013年9月末現在）
（2013年9月末現在）
業種名
（ＧＩＣＳ分類）

銘柄名

コメント

資本財・サービス

3M CO
（３Ｍ）

「ポスト・イット」などの接着剤を発明し、化学製品を中心とした広範な製品、地域に事業を展開
しているコングロマリット企業です。テクノロジー、製造設備、ブランド名、販売網、その他の経
営資源を全社的に共有することでコングロマリットの強みを発揮しています。

一般消費財・サービス

AMAZON.COM INC
（アマゾン・ドット・コム）

オンライン商取引を行う企業です。書籍関連から事業を開始し、ＤＶＤ、家電製品等へと取扱
品目を拡げてきました。オンラインを通じたコンテンツ配信、電子書籍「キンドル」の発売等、新
規事業にも積極的です。データセンター運営にも乗り出しており、ビッグデータ関連銘柄として
も注目されています。

金融

AMERICAN EXPRESS CO
（アメリカン・エキスプレス）

クレジットカード大手です。資金決済と旅行業を手掛けており、世界の個人顧客と企業向け
に、クレジットカードと旅行関連サービスを提供しています。

ヘルスケア

AMGEN INC
（アムジェン）

大手のバイオテクノロジー企業です。人工透析、抗がん剤治療時の貧血症状を緩和するバイ
オ薬品が主力製品です。近年は、買収、自社開発を通じて、取り扱う製品の種類を拡大し、総
合バイオテクノロジー企業として揺るぎない地位を築きつつあります。

情報技術

APPLE INC
（アップル）

大手パソコンメーカーです。リンゴのロゴマークが目印の同社のパソコンはその使い勝手の良
さから、多くのユーザーに長く親しまれています。世界的な一大ブームとなった携帯デジタル
音楽プレーヤー「iPod」、携帯電話「iPhone」の販売好調に加えて、タブレット型コンピュータ
「iPad」も好調な売上を見せており、引き続き業績の拡大が期待されます。

電気通信サービス

AT&T INC
（ＡＴ＆Ｔ）

大手通信会社です。地域および長距離電話サービス、無線・データ通信、インターネットアク
セス、セキュリティサービス等、広範なサービスを提供しています。業界の整理統合が進んだ米
国の通信業界において、ベライゾン・コミュニケーションズとともに独占的な地位を築いていま
す。

資本財・サービス

BOEING CO
（ボーイング）

航空機の開発・製造を行う企業です。商業用ジェット旅客機を開発・製造し、関連サポートサー
ビスとともに世界の民間航空会社に提供しています。また、軍用の飛行機、ヘリコプター、衛
星、ミサイル等を含む軍事関連システムの開発・製造も行っています。参入障壁が高い同分野
において、独自の技術を活かし、収益を伸ばしています。

エネルギー

CHEVRON CORP
（シェブロン）

大手総合石油企業です。石油、天然ガスの生産の他、燃料の精製、販売等の川下事業も手
掛けます。豊富な埋蔵量を持つ油田を数多く保有しており、中長期にわたり成長が期待されま
す。

生活必需品

COCA-COLA CO
（ザ コカ・コーラカンパニー）

大手飲料メーカーです。代表的商品である炭酸飲料が有名ですが、世界的な健康志向を背
景に果汁入り飲料やお茶など、数多くの清涼飲料を開発、販売しています。また世界規模で
広範に事業を展開しており、特に新興諸国の成長の恩恵を受けています。

生活必需品

CVS CAREMARK CORP
（ＣＶＳケアマーク）

総合ヘルスケア企業です。医薬品の保険の管理、処方箋の郵送、薬品の小売販売、店頭で
のクリニック運営など、多岐にわたる事業を営んでいます。また、米国全土に展開する店舗網
において食品、日用品の扱いを始めており、新たな収益源として期待されます。

資本財・サービス

DANAHER CORP
（ダナハー）

ライフサイエンス、計測、産業技術、環境、デンタル関連などの事業を営み、世界50ヵ国以上
に事業展開しています。特に環境関連事業は上水道、排水処理に強みを持ち、工業化と平行
して環境問題への意識が高まりつつある中国、インドでの売上拡大が期待されます。

素材

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
（イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール）

国際的総合化学企業です。化学品のみならず、農業、産業バイオテクノロジーなども含め、幅
広い製品を開発、提供しています。長年蓄積した高い技術力には定評があり、米国のみなら
ず世界各国での事業拡大が期待されます。

情報技術

FACEBOOK INC-A
（フェイスブック）

ソーシャルネットワーク運営会社です。加入者の年齢、職業、趣味等の属性に合わせた有効な
広告を行います。2013年4−6月四半期は、モバイル広告の好調を背景に大幅な増収増益を
達成しています。事業段階が、インフラ構築、加入者獲得に費用が嵩む先行投資期から、広
告収入が急拡大する投資回収期に移行しつつあり、増益が期待されます。

資本財・サービス

GENERAL ELECTRIC CO
（ゼネラル・エレクトリック）

代表的なコングロマリット企業です。金融、航空機エンジン、産業機械、医療機器、電気製品
など、幅広い事業をグローバルに展開しています。成長性の乏しくなった事業を他社に売却
し、新しい成長産業に参入することで収益拡大を図っています。

金融

GOLDMAN SACHS GROUP INC
（ゴールドマン・サックス・グループ）

投資銀行、証券業務、トレーディングなどの業務を行っています。資金調達手段の多様化、企
業間の買収や合併の増加により、同社のサービスへの需要は高まっており、収益拡大が期待
されます。

■上記の個別銘柄のご紹介は、当ファンドの組入銘柄を開示する目的で記載しているものであり、特定の銘柄の推奨を目的とする
ものではありません。■
■上記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等を示唆・保証す
るものではありません。

※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。
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〜当ファンドの変更後の組入銘柄一覧②〜

当ファンドの組入銘柄のご紹介②
当ファンドの組入銘柄のご紹介② （2013年9月末現在）
（2013年9月末現在）
業種名
（ＧＩＣＳ分類）

銘柄名

コメント

情報技術

GOOGLE INC-CL A
（グーグル）

インターネット検索サイトを運営している企業です。利用者のクリックの頻度に応じて、広告掲
載企業から手数料を得るといった収益構造を持ちます。米国内に加えて、欧州を始め米国外
でも高い市場シェアを誇っていることから、世界的なオンライン広告市場拡大の恩恵を受けた
業績の高成長が期待されます。また、企業向けのソフトウェア、スマートフォン向けのオペレー
ティングシステムの開発も進めており、新たな収益源として期待されます。

エネルギー

HALLIBURTON CO
（ハリバートン）

エネルギーの開発、掘削サービスを総合的に提供する企業です。石油と天然ガスの探査、開
発、掘削、生産管理にかかわる総合的サービスを顧客に提供します。近年、米国にて生産量
が拡大しているシェールガス開発においても同社の技術が活用されています。

ヘルスケア

JOHNSON & JOHNSON
（ジョンソン・エンド・ジョンソン）

医薬品を中心に、ヘルスケア製品全般の開発と販売を行う企業です。医薬品分野においては
高い開発実績を持ち、今後も有望新薬の発売が期待されます。医療器具、コンタクトレンズな
ども扱っており、充実した販売網と合わせ、安定した収益基盤を持っています。

金融

総合的な金融サービスを行う銀行大手です。業務内容は、リテール銀行、投資銀行、プライ
JPMORGAN CHASE & CO
ベート・バンキング、住宅金融など多岐にわたっています。顧客層も機関投資家、企業、個人
（ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー）
など幅広く、同社の安定した収益推移に寄与しています。

金融

METLIFE INC
（メットライフ）

個人・法人向け保険、金融サービス会社です。米国を始めアジア太平洋、中南米、欧州諸国
で事業を展開しています。近年は海外での事業展開に力を入れており、海外収益の伸びが期
待されています。

一般消費財・サービス

NIKE INC-CL B
（ナイキ）

ランニングシューズ、サッカースパイク、バスケットボールシューズに加え、スポーツウェア等、
幅広いスポーツ関連用品を提供する企業です。サッカーのブラジル代表や日本のプロ野球
チームへのユニホーム提供を通じ、ブランド力認知度も一層高まっています。新興国での事業
拡大が期待されます。

ヘルスケア

PFIZER INC
（ファイザー）

医薬品大手です。処方医薬品、一般用医薬品、動物用医薬品あるいはワクチンなど数多くの
分野の製品を提供しています。2005年以降は主力の生活習慣病薬のパテント（特許）切れが
懸念された時期もありましたが、近年は新薬のパイプラインが充実し、再び成長が加速すること
が期待されます。

生活必需品

洗剤、化粧品、食品、飲料等の多岐にわたる生活関連用品を提供する企業です。国際的に事
PROCTER & GAMBLE CO
業展開を行っています。特に新興国においては、所得水準が向上するに伴い、同社が扱う生
（プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー） 活関連用品への需要が高まっており、ブランド構築と販路確立に注力することによって、同地
域からの収益増が期待されます。

情報技術

QUALCOMM INC
（クアルコム）

ワイヤレス通信機器の開発・製造を行っており、自社開発の無線通信規格について、ライセン
スを有しています。ライセンスを他社に供与し、ロイヤルティを得るという事業を基本に高い利
益率をあげています。高い技術力に定評があり、スマートフォンの需要拡大の恩恵を受ける企
業として注目されます。

一般消費財・サービス

STARBUCKS CORP
（スターバックス）

コーヒーのチェーン店を全世界規模で展開する企業です。優れた品質と顧客サービスによりブ
ランド力の確立に成功し、米国全土に店舗網を拡大しました。海外進出にも熱心であり、欧
州、日本においても既に事業展開しています。近年は、中国、インドでの事業拡大に注力して
おり、さらなる成長が期待されています。

資本財・サービス

UNITED TECHNOLOGIES CORP
（ユナイテッド・テクノロジーズ）

航空機エンジン、エレベーターを始め、多様な産業関連の機器、システムを提供する企業で
す。世界中に確立された販売網と強固な顧客基盤を持っており、安定的な収益拡大を達成し
ています。近年の世界的に旺盛な航空機需要からエンジン事業の成長が期待されます。

ヘルスケア

UNITEDHEALTH GROUP INC
（ユナイテッドヘルス・グループ）

ＨＭＯ（ヘルスケア・マネジメント・オーガニゼーション）の大手です。企業などに対し、医療費
の効率的な管理を目的とする従業員の厚生給付プログラムを提供しています。医療費高騰が
社会問題化している米国において同社のサービスへの需要は高いものがあります。

電気通信サービス

VERIZON COMMUNICATIONS INC
（ベライゾン・コミュニケーションズ）

大手通信会社です。地域および長距離電話サービス、無線・データ通信、インターネットアク
セス、セキュリティサービス等、広範なサービスを提供しています。業界の整理統合が進んだ米
国の通信業界において、ＡＴ＆Ｔとともに独占的な地位を築いています。

情報技術

VISA INC-CLASS A SHARES
（ビザ）

クレジットカード、デビットカードを中心に、世界的規模で決済技術を提供しています。同社の
小売り電子支払いネットワークは、技術力と規模をベースに高い競争力を有しています。現
金、小切手等の旧来型の支払い手段から、クレジットカード支払いへの移行の恩恵を受けるの
みらなず、モバイル、Eコマース等の新規成長分野においても事業拡大が期待されます。

一般消費財・サービス

WALT DISNEY CO
（ウォルト・ディズニー）

ディズニーランド経営で有名な総合娯楽企業です。テーマパーク以外にもメディア・ネットワー
ク、映画製作などを手掛けます。インターネット普及によりメディア・コンテンツの配信手段が多
様化する中、同社の保有するコンテンツの価値は高まりつつあります。

■上記の個別銘柄のご紹介は、当ファンドの組入銘柄を開示する目的で記載しているものであり、特定の銘柄の推奨を目的とする
ものではありません。■
■上記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等を示唆・保証す
るものではありません。

※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。
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次世代米国代表株ファンド 【愛称：メジャー・リーダー】
ファンドの目的・特色
■ファンドの目的
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざします。
■ファンドの特色
・運用は主に次世代米国代表株マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。
・ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびＮＡＳＤＡＱに登録されている企業の株式を投資対象とします。
・主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行います。
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行います。
・今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行います。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
＜主な投資制限＞
・株式への実質投資割合に制限を設けません。
・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
＜分配方針＞
・年4回の決算時（3・6・9・12月の各7日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。（初回決算日は2013年9月9日です。）
・原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。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。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。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。

投資リスク
■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。
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。

市場リスク
（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。
（為替変動リスク）
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

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。

《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。》
委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱ＵＦＪ投信株式会社

受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

販売会社（購入・換金の取扱い等）

後記の各照会先でご確認いただけます。
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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 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

次世代米国代表株ファンド 【愛称：メジャー・リーダー】
投資リスク
■その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を
超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な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。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの
追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
■リスクの管理体制
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。

手続・手数料等
■お申込みメモ
購入単位
購入価額

販売会社が定める単位
販売会社にご確認ください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※ファンドの基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。

購入代金

販売会社の定める期日までに販売会社指定の方法でお支払いください。

換金単位

販売会社が定める単位
販売会社にご確認ください。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して 5営業日目から販売会社においてお支払いします。

申込締切時間

原則として、午後 3時までに販売会社が受け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。

申込不可日

ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日は、購入・換金のお申込みができません。2013年
の該当日は7月4日、9月2日、11月11日、11月28日、12月25日です。なお、休業日は変更される場合があります。

換金制限

ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設ける場合があります。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換
購入・換金申込受付
金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあり
の中止および取消し
ます。
信託期間

2023年3月7日まで（2013年5月28日設定）

繰上償還

受益権の口数が 20億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。

決算日

毎年3・6・9・12月の各7日（休業日の場合は翌営業日）
※第1回目の決算日は2013年9月9日

収益分配
課税関係

年4回の決算時に分配を行います。
※販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。

課税上、株式投資信託として取り扱われます。
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次世代米国代表株ファンド 【愛称：メジャー・リーダー】
手続・手数料等
■ファンドの費用・税金
・フ ァンドの費用
【お客さま には以下の費用をご 負担いただきま す 。】
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×3.15％（税抜 3％）（上限）
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）

純資産総額×年1.5225％（税抜 年1.45％）

その他の費用・
手数料

売買委託手数料等、監査費用、外国での資産の保管等に要する費用等を信託財産からご負担いただきます。
これらの費用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。

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料
（監査費用を除きます。）は、その都度信託財産から支払われます。
※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当
額が含まれます。
※お客さまにご負担いただく手数料等の合計額は、購入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。
・税金
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。

当資料のご利用にあたっての注意事項等
■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。／販売会社が登録金融機
関の場合、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）等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■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す。／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。

《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。》
お客 さま 専用
フ リ ー ダイ ヤ ル

０１２０−１５１０３４

受付時間／9:00〜17:00 （土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）

＜オフィシャルサイト＞
http://www.am.mufg.jp/
＜モバイルサイト＞
http://k.m-muam.jp/a/1/3
基準価額・分配金をメール配信（＊メール配信対象外ファンドもあります。）
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販売会社情報一覧表
ファンド名称：次世代米国代表株ファンド
商号

登録番号等

加入協会

登録金融機関
関東財務局長（登金）第8号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社 あおぞら銀行

登録金融機関
四国財務局長（登金）第1号

日本証券業協会

株式会社 阿波銀行

登録金融機関
近畿財務局長（登金）第6号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社 池田泉州銀行

登録金融機関
近畿財務局長（登金）第14号

日本証券業協会

株式会社 但馬銀行

登録金融機関
東海財務局長（登金）第17号

日本証券業協会

株式会社 中京銀行

登録金融機関
関東財務局長（登金）第37号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社 東京都民銀行

登録金融機関
関東財務局長（登金）第49号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

株式会社 八十二銀行

登録金融機関
関東財務局長（登金）第33号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

登録金融機関
関東財務局長（登金）第41号

日本証券業協会

株式会社 山梨中央銀行
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