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当レポートは8ページ組です。

【臨時レポート】
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞
【愛称：ザ・レジェンド】 初回分配金のお知らせ
追加型投信／海外／株式

平素は「三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞【愛称：ザ・レジェンド】 」をご愛顧賜り厚く
御礼申しあげます。
当ファンドは2014年5月26日に迎えた第1期の決算において、分配金を50円（1万口当たり、税引前）とする初回分
配を行うことといたしましたので、ご報告申しあげます。次頁以降で当ファンド設定来の運用状況、市況環境見通
しおよび今後の運用方針等についてまとめております。ご参照のほどよろしくお願い申しあげます。

第1期の分配金（2014年5月26日）

第1期の基準価額（2014年5月26日）

50円

10,144円

（1万口当たり、税引前）

（分配金落ち後）

・ 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。
基準価額の推移（期間：2013年12月9日（設定日）～2014年5月26日）
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・基準価額、基準価額（分配金再投資）は設定日、参考指数は設定日翌営業日を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。
・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。
【Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数】
参考指数はＳ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）です。
Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増配している企業
を抽出し、算出している株価指数です。25年間連続増配している銘柄の数が40を下回った場合には、20年以上連続して増配している銘柄の中から配当
利回りの高い順に40銘柄になるまで構成銘柄の追加を行います。それでもなお銘柄数が40に満たない場合には、配当利回りの高い順に40銘柄になるま
で構成銘柄の追加を行います。
なお、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したもので
す。Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与され
ています。Standard & Poor’sⓇおよびS&PⓇはStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow JonesⓇはDow Jones
Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセン
スが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保
証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
５００配当貴族指数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
■ 上記表、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。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。
※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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三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞
【愛称：ザ・レジェンド】 初回分配金のお知らせ
当ファンドの設定来の市場環境と運用状況（2013年12月9日～2014年5月26日）

＜米国株式＞
設定来の米国株式市況は上昇しました。設定日から2013年12月末にかけてはＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）声
明文において現行の政策金利が当面維持される可能性が明記されたことや、米国の景気拡大期待が高まったことな
どから上昇しました。2014年1月末にかけては新興国経済の先行き不透明感の高まりから先進国経済への影響も懸
念され始め、リスク回避姿勢の強まりなどを背景に下落しました。しかしその後は、堅調な経済指標やイエレンＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）議長による米国経済に対する楽観的な見方を示唆する議会証言などが好感されて上昇
基調で推移しました。
＜為替＞
設定来の為替市況は円高･米ドル安となりました。設定日から2013年12月末にかけては日銀の追加緩和に対する根
強い期待に加えて、米国金融政策に関する先行き不透明感が一部払拭されたことによる安心感などから、円安･米ド
ル高となりました。その後は、アルゼンチンペソの急落などを背景とした新興国経済の先行き不透明感の高まりやウ
クライナ情勢の緊迫化などから、投資家のリスク回避姿勢が強まり、円高・米ドル安基調で推移しました。
＜運用状況＞
当ファンドでは、米国配当成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄へ
の投資を行ってまいりました。また、当ファンドについては、為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定
量的に捉えて、機動的に為替ヘッジを行いました。設定来の基準価額は米国株式市況が上昇したことや、為替ヘッ
ジを行った局面で円高･米ドル安が進行したことなどが寄与しました。

米ドル（対円）の推移

Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数・Ｓ＆Ｐ５００指数の推移
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（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

2014年4月9日

【Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み）】Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数ついてはＰ1をご覧ください。
【Ｓ＆Ｐ５００株価指数（配当込み）】Ｓ＆Ｐ５００株価指数は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスＬＬＣが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数
の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれたニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数
化したものです。

今後の見通しおよび運用方針

米国株式市場は、利上げ時期をめぐってＦＲＢでも意見が分かれており、経済統計の発表やそれを受けたＦＲＢの動
向を見極める動きが続くと考えられることから、短期的には不安定な展開が予想されます。しかし、長期的には①個
人消費の拡大や雇用を創出する住宅市場の活況、②シェールガス増産による生産・投資の拡大、③生産年齢人口
（15歳から64歳）の増加見通し（日本では既に減少傾向、欧州・中国でも減少に転じる見通し）による息の長い労働
力の安定的な供給や住宅・消費の拡大などを背景に、米国経済の優位性が米国株式を支えるものとみています。米
国株式市場はこれまで堅調に推移してきましたが、今後は、より企業業績や収益体質などの面で優れ、好業績企業
である銘柄が投資家に選好される可能性が考えられます。
当ファンドは、米国配当成長株マザーファンド受益証券への投資を通じて、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄への
投資を行うことにより、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
加えて、為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて、機動的に為替ヘッジを行ってまいり
ます。
■上記は過去の実績・状況です。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。■本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保証するものではありません。■計測期間が異なる場合は結果も異なる点にご注意下さい。
※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。

2

三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞
【愛称：ザ・レジェンド】 初回分配金のお知らせ
（ご参考）Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄の決算

2014年3月以降に発表を行ったＳ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄の決算は、新興国市場の混乱や米国の悪天
候といった影響はあったものの、事前の市場予想に対して、過半数の企業が事前予想を上回る等、良好な結果
となりました。

2014年3月以降に発表を行ったＳ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄の決算状況
直近四半期決算におけるＥＰＳの修正動向（事前予想値 ｖｓ 発表値）
（2014年5月22日現在）

上方修正

29銘柄

2銘柄

変わらず
フランクリン・リソーシズ
ＨＣＰ

ブラウン・フォーマン
生活必需品
マコーミック
生活必需品
ジョンソン・エンド・ジョンソン
ヘルスケア
アボット・ラボラトリーズ
ヘルスケア
Ｗ・Ｗ・グレインジャー
資本財・サービス
ペプシコ
生活必需品
ＰＰＧインダストリーズ
素材
シャーウィン・ウィリアムズ
素材
キンバリー・クラーク
生活必需品
ＡＴ＆Ｔ
電気通信サービス
ＣＲバード
ヘルスケア
ジェニュイン・パーツ
一般消費財・サービス
ＩＴＷ（イリノイ・ツール・ワークス）
資本財・サービス
ペンテア
資本財・サービス
プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 生活必需品
ビーミス
素材
ニューコア
素材
シグマ アルドリッチ
素材
スタンレー・ブラック＆デッカー
資本財・サービス
アブビー
ヘルスケア
ＶＦ
一般消費財・サービス
アフラック
金融
マグローヒル・フィナンシャル
金融
ベクトン・ディッキンソン
ヘルスケア
カーディナルヘルス
ヘルスケア
クロロックス
生活必需品
エクソンモービル
エネルギー
シェブロン
エネルギー
コンソリデーティッド・エジソン
公益事業

下方修正

金融
金融

23銘柄

シンタス
資本財・サービス
ウォルグリーン
生活必需品
ファミリー・ダラー
一般消費財・サービス
ザ コカ・コーラカンパニー
生活必需品
ドーバー
資本財・サービス
マクドナルド
一般消費財・サービス
エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ 素材
３Ｍ
資本財・サービス
チャブ
金融
シンシナティ・ファイナンシャル
金融
レゲット・アンド・プラット
一般消費財・サービス
Ｔ ロウ・プライス・グループ
金融
コルゲート・パルモリブ
生活必需品
エコラボ
素材
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド 生活必需品
オートマチック・データ・プロセシング 情報技術
シスコ
生活必需品
エマソン・エレクトリック
資本財・サービス
ウォルマート・ストアーズ
生活必需品
メドトロニック
ヘルスケア
ホーメル・フーズ
生活必需品
ロウズ・カンパニーズ
一般消費財・サービス
ターゲット
一般消費財・サービス

・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクター分類で表示しています。予想ＥＰＳはブルームバーグ社が集計・算出したものです。

上記は、特定の銘柄の推奨を目的とするものではありません。
（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
■上記は過去の実績・状況です。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。■本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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三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ 【愛称：ザ・レジェンド】
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、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）の値動きに連動する投資成果をめざします。
■ファンドの特色
・原則として、Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数構成銘柄について、指数構成比率に応じて投資を行います。
※Ｓ＆Ｐ５００配当貴族指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）が算出・公表しているＳ＆Ｐ５００構成銘柄の中から25年間連続増
配している企業を抽出し、算出している株価指数です。25年間連続増配している銘柄の数が40を下回った場合には、20年以上連続して増
配している銘柄の中から配当利回りの高い順に40銘柄になるまで構成銘柄の追加を行います。それでもなお銘柄数が40に満たない場合
には、配当利回りの高い順に40銘柄になるまで構成銘柄の追加を行います。
・運用は主に米国配当成長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。
・米国配当成長株マザーファンドにおける株式等の運用にあたっては、ＵＢＳグローバル・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに運用の指図
に関する権限を委託します。
また、三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞における外国為替予約取引等の運用にあたっては、シティグループ・
ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。

＜為替対応方針＞
・為替対応方針の異なる「為替ヘッジなし」と「為替アクティブヘッジ」の2つがあります。
・「三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞」は、原則として、為替ヘッジは行いません。為替ヘッジを行わないため、為替相場
の変動による影響を受けます。
・「三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞」は、為替変動や市場全体のリスクの高まり、金利変動等を定量的に捉えて、
為替ヘッジ比率を調整します。この調整により為替変動による影響の緩和や為替差益の獲得をめざします。なお、為替アクティブヘッジは為
替ヘッジ比率を引き下げる（または為替ヘッジを行わない）場合があります。為替ヘッジ比率を引き下げた場合、為替ヘッジを行わない部分
については為替相場の変動による影響を受けます。

＜スイッチング＞
・各ファンド間でスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳しくは、販売会社にご確
認ください。スイッチングの際の購入時手数料は、販売会社が定めるものとします。また、換金するファンドに対して税金がかかります。

＜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2回の決算時（5・11月の各24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2014年5月26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、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。

《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）
受託会社（ファンドの財産の保管・管理等）

三菱ＵＦＪ投信株式会社
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

三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ 【愛称：ザ・レジェンド】
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）
「三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替へッジなし＞」
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。
「三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞」
組入外貨建資産については、一部または全部について為替ヘッジを行わない場合があるため、為替変動の影響を受けます。
また、為替ヘッジを行う部分について、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。円金利
がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。

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。

■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。
また、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の投資リスクに対する管理体制や管
理状況等をモニタリングしています。
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三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ 【愛称：ザ・レジェンド】
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、ロンドンの銀行の休業日は、購入・換金のお申込みができません。2014年の該当日は1
月20日、2月17日、4月18日、4月21日、5月26日、7月4日、8月25日、9月1日、11月27日、12月25日、12月26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。

購入・換金申込受付
の中止および取消し

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ます。

信託期間

2023年11月24日まで（2013年12月9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、または各ファンドの受益権の口数を合計した口数が30億口を下回ることと
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5・11月の各24日（休業日の場合は翌営業日）
※第1回目の決算日は2014年5月26日

収益分配

課税関係

年2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「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ 【愛称：ザ・レジェンド】
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×3.24％（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1.782％（税抜 年1.65％）

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や投資環境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：三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞
商号
株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行

登録番号等
登録金融機関
関東財務局長（登金）第5号
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加入協会
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

