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Ｊリート市況とＪリート投資の魅力
『三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）』
運用の特長 ～新年を迎え～
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＜追加型投信／国内／不動産投信＞

2020年の東京五輪開催が決まり投資対象としてますます魅力が高まると期待される
Ｊリート。今回は「2013年のＪリート市況の振り返りと2014年の着目点」とあわせて「運
用担当者による当ファンドのポイント」についてご紹介してまいります。
■2013年のＪリート市況は好調に推移し、アベノミクス等を追い風に不動産市況は本
格的な回復に向けて徐々に改善。
■オフィス賃料底打ちの兆しがみられるなか、2014年は不動産市況の本格回復の期
待が高まる。
■「三菱ＵＦＪ信託銀行のリサーチ力」「三菱ＵＦＪ投信の運用力」を活用し、着実なリ
ターンの積み上げをめざす。

2013年 Ｊリート市況の振り返り
2013年はＪリートにとって好調な1年であり、年初来（2013年1月4日～2013年12月30日）の騰落率は41％の上
昇となりました。こうした大幅上昇の理由は、まずはアベノミクス第一の矢、大胆な金融緩和策でした。資産価
格の上昇に働きかける政策は大きなプラス要因となりました。さらに空室率が低下を始めた不動産市況もそ
の理由でした。このように改善へ向けた動きが明確となった2013年は、「本格回復間近の年」であったといえ
ます。
また、特筆すべきは、東京都心での2020年五輪開催が決定したことです。都心に多く物件を保有するリートに
とって、将来への期待につながる一大イベントであることは間違いないとみています。
海外リート市場との比較で見ても、Ｊリートは主要各国を上回る良好なパフォーマンスを記録しました。
■Ｊリートと先進諸国リート指数の推移

■Ｊリートの配当利回りの推移

（期間：2012年12月31日～2013年12月30日）
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・2012年12月31日＝100として指数化しています。

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証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。■
■上記グラフは指数の値を使用しています。指数については【当資料で使用している指数について】を
ご参照ください。■
■後記の【当資料のご利用にあたっての注意事項等】の内容を必ずご覧ください。
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2014年の不動産市況：本格回復への期待
2013年は空室率が低下に向かうなど、改善傾向
■賃貸オフィスビル※の供給動向
が見え始めた不動産市況ですが、2014年の注目
（期間：2000年～2014年、2013年以降は予定値）
点は、なんといっても賃料が上昇に転じる「不動
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また、金利の動向も注目ポイントです。2014年は
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景況感の改善に伴いインフレ期待が高まる中で、
※ 東京23区のうちＣＢＲＥの定めるエリアにある、延床面積500坪以上
長期金利が低位に留まるかが焦点です。リート
の賃貸オフィスビルです。
は利回り水準が大きな魅力の商品であるため、
（出所）ＣＢＲＥ（シービーアールイー）のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
長期金利との利回り格差が投資魅力度を左右し
ます。
なお、日銀によるリート買入れ策は2014年も継続すると見られ、リート市場の下支え効果は引き続き期待でき
ると考えられます。
さらに、2020年の五輪決定によるプラス効果があります。東京都心開催の今回の五輪は、都心の商業施設・
オフィス等に入居しているテナントのマインド改善を促すことに加え、都心のインフラ整備を加速する効果があ
ります。都心５区に約４割もの物件を保有するＪリートには、その恩恵は大きいはずです。
Morningstar Award “Fund of the Year 2012”

優秀ファンド賞受賞

【オルタナティブ型 部門】

Morningstar Award “Fund of the Year 2012”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。ま
た、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar，Inc．に帰属し、許可なく複製、転載、引用する
ことを禁じます。
当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2012年において各部門別に総合的に優秀であ
るとモーニングスターが判断したものです。オルタナティブ型部門は、2012年12月末において運用期間1年以上の当該部門に属するファンド
341本の中から選考されました。

Ｒ＆Ｉファンド大賞 2013

優秀ファンド賞受賞

【投資信託／国内REIT型 部門】

「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供す
ることのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、Ｒ＆Ｉの顧客に対して提供している定性評価情報と
は関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいてＲ＆Ｉが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当大賞は、信用格
付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業
務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権その他の権利は、Ｒ＆
Ｉに帰属します。Ｒ＆Ｉの許諾無く、これらの情報を使用（複製、改変、送信、頒布、切除を含む）することを禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーについ
ては、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれについて運用実績が優れてい
ることを示すものではありません。投信の基準価額等はＱＵＩＣＫ調べ。（2013年3月末時点）
■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証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】の内容を必ずご覧ください。
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運用担当者より一言 ～ 当ファンドの注目点
2014年、新年を迎えるにあたり、運用担当者よりご挨拶をさせていただきます。
2013年は、東証リート指数が41％上昇し、投資対象として注目され、Ｊリートにとって非常によい年とな
りました。
2014年は、いよいよ不動産市況が本格回復を迎える年となりそうです。2013年は金融緩和の効果が
大きく、市場が先行して上昇した印象もありましたが、2014年は不動産市況、特に賃料市況の本格回
復により、実態を伴ったＪリート市場の上昇が期待できそうです。こうしたなか、Ｊリートは足下の配当
利回りが3％を超える水準にあり、配当減少のリスクは小さく、為替リスクもありません。さらに2014年
は不動産市況の本格回復により、値上がり益も期待できる状況です。
現在、投資信託会社各社からＪリートに投資する投資信託が販売されています。当ファンド運用の強
みは「三菱ＵＦＪ信託銀行のリサーチ力」と「三菱ＵＦＪ投信の運用力」であり、これらの強みを活用する
ことにより、「着実にリターンを積み上げる運用」をめざしています。
このような特色を活かして運用を行った結果がパフォーマンスにあらわれ、複数の運用評価機関から
の優秀ファンド賞受賞、という形に結実しています。
ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）がスタートし、Jリートも投資対象として注目を浴びるなか、引き続き「着
実なリターンを積み上げる運用」をめざしていきたいと思います。
➣三菱ＵＦＪ信託銀行のリサーチ力

➣三菱ＵＦＪ投信の運用力

助言先である三菱ＵＦＪ信託銀行の不動産
鑑定士が独自の目線で、リート保有全物件
について物件評価を行います。不動産のプ
ロによる、充実した三菱ＵＦＪ信託銀行グ
ループのリサーチ力が運用に活きています。

運用担当者自らがＪリート各社の財務戦略
や経営面に至るまで調査し、さらにそれを
元に投資口価格の推移を踏まえて機動的な
売買を行います。この運用力が、着実なリ
ターンの積み上げにつながります。

過去3年間のファンドの基準価額推移
（期間：2011年1月18日～2014年1月17日）
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・基準価額、基準価額（分配金再投資）は設定日前営業日を10,000として指数化しています。
・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。また、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。
■上記グラフは過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証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】の内容を必ずご覧ください。
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三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
ファンドの目的・特色
■ファンドの目的
わが国の不動産投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ)を実質的な主要投資対象とし、分散投資を行うことにより、中長期的な値上がり益の獲得をめざし
ます。
■ファンドの特色
・わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ）を主要投資対象とします。
・主に三菱ＵＦＪ Ｊリートマザーファンド2004への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資
信託証券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の
分析を行います。
定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
・不動産投資信託証券の組入比率は高位を基本とします。
＜主な投資制限＞
・株式への投資は行いません。
・同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
＜分配方針＞
・年4回の決算時（1・4・7・10月の各10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、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、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、ファンドはその影響を受
け組入不動産投資信託証券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。また、不動
産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

《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）
販売会社（購入・換金の取扱い等）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
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

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
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。
・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。そのため、当該銘柄の影響を大きく受ける場合があります。
■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

1口単位

換金価額

換金申込受付日の基準価額

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。

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。
なお、1億口または1億円以上の換金のお申込みについては正午までにお願いします。

購入・換金申込受付 金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を
の中止および取消し 中止することがあります。
信託期間

無期限（2004年6月22日設定）

繰上償還

受益権の口数が10億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1・4・7・10月の各10日（休業日の場合は翌営業日）

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。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（2014年1月1日以降）
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三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
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1.05％（税抜 年1％）
上場投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

その他の費用・ 売買委託手数料等、監査費用等を信託財産からご負担いただきます。
手数料
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、投資判断の参考となる情報提供を目的として三菱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：三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）
商号

登録番号等

加入協会

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第44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 ＳＢＩ証券

登録金融機関
九州財務局長（登金）第1号

日本証券業協会

株式会社 大分銀行

登録金融機関
九州財務局長（登金）第2号

日本証券業協会

株式会社 鹿児島銀行

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第61号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

カブドットコム証券株式会社

登録金融機関
東海財務局長（登金）第5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 静岡銀行

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

株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行

登録金融機関
関東財務局長（登金）第5号

日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第2336号

楽天証券株式会社

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第195号

日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／
一般社団法人金融先物取引業協会／
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

【当資料で使用している指数について】
【Ｊリート：東証リート指数／東証リート指数（配当込み）】
東証リート指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券全銘柄を対象として算出した指数であり、東証リート指数（配当込み）とは東証リート
指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証リート指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所
に帰属します。東京証券取引所は東証リート指数の内容の変更、公表の停止または商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。東京証券取引
所は東証リート指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
【米国リート：FTSE NAREIT All Equity REITs（配当込み）】
FTSE NAREIT All Equity REITsとは、ＦＴＳＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ(以下「ＦＴＳＥ」)が算出・公表する米国の代表的なリート株価指数で、米国の上場不動産投
資信託証券の値動きを示す代表的な指数の1つです。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスの全ての権利はＦＴＳＥに帰属します。「ＦＴＳＥ」はLondon
Stock Exchange Plcが所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、ＦＴＳＥが使用します。ＦＴＳＥは、FTSE NAREIT All Equity REITsおよびその基となるデー
タにおけるあらゆる誤謬または欠落に関して一切の責任を負いません。
【先進国リート：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、米ドルベース、配当込み）】
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、米ドルベース、配当込み）とは、Ｓ&Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している指数で、スタンダード＆プアー
ズ社が有する各株価指数の採用銘柄の中から、原則として不動産投資信託（リート）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出され
る指数です。
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