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■上記は、過去の実績・状況です。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。

追加型投信／海外／株式

次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）

平素は「次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは2015年3月9日に第7期（2014年12月9日～2015年3月9日）の決算を迎え、当期の分配金を
450円（１万口当たり、税引前）といたしましたことをご報告いたします。
また、米国主要企業の2014年10-12月期決算が出揃ってまいりましたので、ファンドに組み入れている次世代米
国代表企業の決算状況についてもお伝えしてまいります。
今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

基準価額の推移（期間：2013年5月28日～2015年3月9日）

分配金 450円 基準価額 10,146円
（1万口当たり、税引前） （1万口当たり、分配落ち後）

分配金実績（1万口当たり、税引前）

・ 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。

第3期
（2014年3月）

第4期
（2014年6月）

第5期
（2014年9月）

第6期
（2014年12月）

第7期
（2015年3月）

設定来累計

200円 0円 1,100円 1,600円 450円 4,250円

・ 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。

分配金と基準価額（2015年3月9日）

ファンド情報提供資料/データ基準日：2015年3月9日

分配金のお知らせと
次世代米国企業の2014年10-12月期決算

・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。
・参考指数はダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース）です。指数については【当資料で使用している指数について】をご覧ください。

2015年3月10日
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■上記は、過去の実績・状況です。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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。

第7期（2014年12月9日～2015年3月9日）の米国株式市況は続伸し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業
株30種）（米ドルベース）は0.8％の上昇となりました。欧州景気を始めとした世界経済の先行きに対する不透明
感の高まりや、原油市況の急落に端を発したハイイールド債券市場下落への懸念等から調整する局面はありまし
たが、雇用統計をはじめ米国の経済指標が概ね良好だったこと、2014年10-12月期の企業業績もまずまずの内
容だったこと等が上昇要因となりました。
こうしたなか、第7期の当ファンドの基準価額（分配金再投資）は、2.3％の上昇となり、参考指数であるダウ工業株
30種（円換算ベース）を3.6％程度上回る結果となりました。なお、設定来では50.2％の上昇となっています。

第7期（2014年12月9日～2015年3月9日）の米国株式市況と、当ファンドのパフォーマンス

■ 当ファンドの構成銘柄について
2015年2月末現在の当ファンドの構成銘柄（次世代米国代表企業）30銘柄と米国の代表的な株価指数である
ダウ工業株30種30銘柄との関係を整理すると、以下の3つに分類できます。

『メジャー・リーダー』の構成銘柄について（2015年2月末現在）

Ａ
15銘柄

Ｂ
15銘柄

Ｃ
15銘柄

ファンド構成銘柄（Ａ＋Ｂ）

ダウ工業株30種構成銘柄（Ｂ＋Ｃ）

Ｂ 共通銘柄
（ファンド保有＆ダウ工業株30種採用銘柄）

Ｃ 非保有銘柄
（ファンド非保有＆

ダウ工業株30種採用銘柄）

Ａ 独自銘柄
（ファンド保有＆

ダウ工業株30種非採用銘柄）

１ グーグル

２ アマゾン・ドット・コム

３ ハリバートン

４ ＣＶＳヘルス

５ アップル

６ スターバックス

７ ダナハー

８ ギリアド・サイエンシズ

９ クアルコム

１０ メットライフ

１１ フェイスブック

１２ セルジーン

１３ バイオジェン・アイデック

１４ ムーディーズ*

１５ コストコ ホールセール*

１ キャタピラー

２ シスコシステムズ

３ エクソンモービル

４ ホーム・デポ

５ インテル

６ マクドナルド

７ メルク

８ マイクロソフト

９ トラベラーズ・カンパニーズ

１０ ウォルマート・ストアーズ

１１ ＩＢＭ

１２ ファイザー

１３ ジョンソン・エンド・ジョンソン

１４ ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー*

１５ ザ コカ・コーラカンパニー*

１ ボーイング

２ ゼネラル・エレクトリック

３ ＡＴ＆Ｔ

４ シェブロン

５ ３Ｍ

６ ナイキ

７ プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー

８ ベライゾン・コミュニケーションズ

９ アメリカン・エキスプレス

１０ イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール

１１ ウォルト・ディズニー

１２ ゴールドマン・サックス・グループ

１３ Ｖｉｓａ

１４ ユナイテッド・テクノロジーズ

１５ ユナイテッドヘルス・グループ

上記は、特定の銘柄の価格変動等の示唆･保証、または推奨を目的とするものではありません。
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*2015年2月に組入銘柄の入れ替えを実施した銘柄
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米国では、インターネット、バイオ、シェールガス、環境関連等の分野で大きな変化が起こっています。当ファンド
ではこれらの分野における変化に機動的に対応し、恩恵を受け得る次世代企業に投資を行っております。
第7期については、主力バイオ薬の売上拡大と新薬開発が順調に進捗している「バイオジェン・アイデック」、北米
を中心にオンライン・ショッピングが高い伸びをみせた「アマゾン・ドット・コム｣等の株価上昇が基準価額の上昇に
寄与しました。

『メジャー・リーダー』の基準価額上昇に貢献した銘柄

株価と一株当り利益の推移（四半期）

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

（期間：2004年12月～2014年12月）

■売上高 ： 26.4億米ドル

（事前予想 26.4億米ドル）

■一株当り利益 ： 4.09米ドル

（事前予想 3.78米ドル）

①売上はほぼ事前予想通り、利益は事前予想を
上回った。

②主力の多発性硬化症治療薬が好調。

③アルツハイマー、血友病等を対象とした新薬開発
も順調に進捗。

次世代米国代表企業① バイオジェン・アイデック 業種：ヘルスケア

・売上高、一株当り利益は2014年10-12月期の数値です。
・事前予想はブルームバーグ社が公表している数値を掲載しています。

株価と一株当り利益の推移（四半期）

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

■売上高 ： 293.3億米ドル

（事前予想 296.8億米ドル）

■一株当り利益 ： 1.01米ドル

（事前予想 0.97米ドル）

①売上は事前予想をやや下回ったものの、利益は
上振れた。

②オンライン・ショッピングが北米を中心に高い伸び
を見せていることに加え、年会費制プログラム
（アマゾン・プライム）の会員数も伸張。

③メディア事業等への先行投資のため、過去3四半
期赤字が続いていた営業利益も黒字化。

④株価は2014年の調整を経て、2015年に入り上昇。

次世代米国代表企業② アマゾン・ドット・コム 業種：一般消費財・サービス

・売上高、一株当り利益は2014年10-12月期の数値です。
・事前予想はブルームバーグ社が公表している数値を掲載しています。

上記は、特定の銘柄の価格変動等の示唆･保証、または推奨を目的とするものではありません。

（米ドル） （米ドル）

（期間：2004年12月～2014年12月）（米ドル） （米ドル）

■上記は、過去の実績・状況です。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
境の変動や運用状況・成果を示唆･保証するものではありません。
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■上記は、過去の実績・状況です。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、為替・税金・手数料等を考慮しておりま
せん。■計測期間が異なる場合は結果も異なることにご注意ください。

■米国企業の決算は底堅く推移。業績相場への移行が進展。
2015年2月19日現在、Ｓ&Ｐ500株価指数採用企業の2014年10-12月決算は、前年同期比で5.3％の増益と
なっています。欧州を始めとする世界景気への不透明感の高まり、米ドル高による海外売上の減少等、事前には
懸念される材料もありましたが、実際の企業業績は予想以上に底堅いものとなりました。原油価格急落の影響を
受けたエネルギー業種の減益（前年同期比：-17.1％）が目立ったものの、他の業種の企業の決算は総じて好調
な内容となり、米国内景気の回復の力強さが改めて印象付けられました。

■次世代企業の決算は好調。
今回の決算発表においては、アップル、アマゾン・ドット・コム、バイオジェン・アイデック、ギリアド・サイエンシズなど
の企業が好調な決算を発表しました。マクロ面での数々の企業業績への逆風はあったものの、経済環境、社会構
造の変化に対応しつつ事業展開する企業の成長力は極めて強いことが確認されました。

次世代米国代表企業の決算状況

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

■米国株価と米国企業の一株当たり利益※1推移

（期間：2000年12月末～2017年12月末※2）

米国株式市況は息の長い上昇相場の途上にあり、今後の上昇余地は大きいと考えられます。ＦＲＢ（米連邦準備
制度理事会）による政策金利の引き上げが予想されますが、あくまでも景気の着実な回復を踏まえたものであり、
悪材料視されるべきものではないと考えられます。
また、このところの原油安には、個人消費を喚起し、消費関連業種の業績上方修正につながるという効果が期待
されます。
米国株式市況を取り巻く環境は引き続き良好であり、米国株式市況の続伸を予想しています。

今後の米国市況見通し

※1 ダウ工業株30種の一株当たり利益は、2000年12月末=100として指数化しています。
※2 上記は各年末の値です。2015年のダウ工業株30種（米ドルベース）については2015年2月末の数値を使用しています。

また、2015年以降の米国企業の一株当たり利益はブルームバーグ社における予想値を基に算出しています。
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次世代米国代表企業一覧① （2014年10-12月期決算発表企業）

＊売上高は億米ドル単位、EPS（一株当り利益）は米ドル単位。（予想）はブルームバーグ社の事前予想。
・米国時間2015年2月16日までに決算発表された29銘柄（ナイキを除く）について掲載。

上記は、特定の銘柄の価格変動等の示唆･保証、または推奨を目的とするものではありません。

上記は2015年2月末現在でファンドに組み入れられている次世代米国代表企業について掲載しています。なお、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。

■上記は、過去の実績・状況です。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
境の変動や運用状況・成果を示唆･保証するものではありません。
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企業 内容

売上：293.3 (予想：296.8）
ＥＰＳ：1.01 (予想：0.97)

売上：133.9 (予想：128.6）
ＥＰＳ：1.27 (予想：1.07）

売上：48.0 (予想：48.0）
ＥＰＳ：0.80 (予想：0.80）

売上：87.7 (予想：87.9）
ＥＰＳ：1.19 (予想：1.10）

売上：401.1 (予想：306.5）
ＥＰＳ：1.85 (予想：1.64）

売上：8.8 (予想：8.5）
ＥＰＳ：1.12 (予想：0.95）

売上：95.1 (予想：85.2）
ＥＰＳ：1.22 (予想：1.38）

売上：88.6 (予想：76.3）
ＥＰＳ：4.61 (予想：4.36）

売上：191.2 (予想：181.5）
ＥＰＳ：1.38 (予想：1.34）

売上：54.2 (予想：54.1）
ＥＰＳ：1.13 (予想：1.12）

売上：420.2 (予想：421.0）
ＥＰＳ：0.56 (予想：0.55）

売上：170.0 (予想：171.3）
ＥＰＳ：1.62 (予想：1.62）

売上：244.7 (予想：239.3）
ＥＰＳ：2.31 (予想：2.10）

売上：77.2 (予想：77.7）
ＥＰＳ：1.81 (予想：1.80）

収益

原油価格の下落を受け、顧客である開発業者は現時点で設備投資を25％～30％削減する見込み。北米地域
の状況は変動する可能性が高く、今後数四半期は原油価格下落が事業に与える影響を見守る必要がある。
中東、アジア地域の事業は比較的安定している。

掘削費用を削減し、シェール開発計画の一部を先延ばしすると発表した。原油価格の下落により、新規プロ
ジェクトの採算性について不透明感が高まったとの見方を示した。LNG（液化天然ガス）についても慎重な見方
を示し、やはり掘削費用の削減を行う。

売上は事前予想をやや下回ったものの利益は上振れた。特に営業利益はメディア事業等への先行投資のた
め過去3四半期赤字が続いたが、今期は黒字化した。引き続きオンライン・ショッピングは北米を中心に高い成
長を遂げており、また、年会費制プログラム（アマゾン・プライム）の会員数が伸張している。投資に見合った収
益バランスに注視する恒常的な戦略変更に期待したい。

売上、利益とも事前予想を上回る好決算。映画やテーマパークなど5事業部門全てが増益となった。特に「アナ
と雪の女王（Frozen）」関連のグッズやライセンスおよびテレビ配信収入が売上げ、利益とも押し上げる要因と
なった。また、テーマーパークも米国での来場者増加、一人当たりの支出増から増収増益を達成した。中期的
にも今冬上映予定の「スターウォーズ」や「上海ディズニーリゾート」開園に期待できる。

売上、利益とも事前予想と一致。朝食用サンドイッチメニューや昼食用食品メニューの投入等から既存店の客
数、客単価が増加し、特に客数は全ての時間帯で増加した。また、中国を中心にアジア地域も好調であった。
中期的にもコーヒー以外の新メニューによる売上増加やプリペイドカード導入による顧客満足度上昇、中国を
中心としたグローバルでの新規出店の加速等から高い成長力が期待できる。

一般消費財・
サービス

エネルギー

アマゾン・ドット・コム

ウォルト・ディズニー

スターバックス

ハリバートン

シェブロン

売上は事前予想を下回り、利益は一致した。2015年度も為替の影響を受けることから会社側は通期見通しを
下方修正した。事業部門別では民間向け航空機用スペアパーツの出荷が低調となった一方、中国を中心に新
規プロジェクトの受注獲得からオーティス（エレベータ部門）が大きく寄与した。潤沢なキャッシュ保有から企業買
収による更なる成長に期待できる。

ダナハー

ゼネラル・エレクトリック

ユナイテッド・テクノロジーズ

ボーイング

ムーディーズ

アメリカン・エキスプレス

ゴールドマン・サックス・
グループ

メットライフ

売上、利益とも事前予想を上回った。生産能力拡大から主力の「B737｣、新型機「B787｣を中心に民間航空会
社への引渡し機数は増加し、2014年度の航空機納入数は競合のエアバスを上回った。ただし、依然として収益
性の低い「787」の売上比率増加等から営業利益率は低下した。今後、生産性向上の取り組みにより収益性改
善が見込まれ、新興国中心に引渡し機数の増加が見込まれる。

資本財・
サービス

金融

売上、利益ともに事前予想を上回る決算内容となった。主力の格付け事業（ムーディーズ・インベスターズ・サー
ビス）については低金利環境が続くなか、企業による社債などの発行が高水準を維持したことがプラスに貢献し
た。データ・分析ツール事業（ムーディーズ・アナリティクス）においてもリスク分析ツールの売上が好調に推移し
た。経営陣は2015年については1桁台半ばの売上成長を見込む。

売上は事前予想を上回ったものの、利益は予想を下回る決算内容。クレジットカードの利用金額は前年同期比
でプラスを記録したものの、ガソリン価格下落等の影響からやや物足りない伸び率に留まった。関連会社株式
の売却益は効率化改善に向けたテクノロジーの活用やリストラに充当されるなど、中長期的な成長には依然と
して期待が持てる。

事前予想を上回る決算内容であったが、前年同期比では減益となった。事前予想を上回った要因は自己勘定
取引の好調。一方、前年との比較では債券などのトレーディング収益が低下したこと、株式ならびに債券の引き
受け業務が振るわなかったことが減益の要因となった。

事前予想を上回る決算となった。米ドル高の進行は海外市場での利益を押し下げる要因となったが、現地通貨
ベースでみるといずれの地域においても営業増益を確保することができた。特に米国の個人向け保険事業が
予想を上回る保険料収入とコスト管理で増益に貢献した。成長市場として経営陣が力を注いでいる南米につい
てはブラジルの従業員向け保険事業が拡大している。

売上、利益ともに事前予想をやや上回った。引き続き、収益性の高い「医療機器部門」の診断機器が好調だっ
たほか、「テスト・測定事業」も事前予想より上振れた。特に欧州で市場シェアを拡大中。為替の影響が続くもの
のコスト削減で吸収できるものと会社側はコメントしている。コア事業の「医療機器部門」の安定した成長や買収
企業とのシナジー効果から中長期的な成長は維持されている。

売上は事前予想を下回り、利益は予想をやや上回った。年間のコスト削減計画が事前予想を上回る勢いで実
行され、競争力、収益性の高いガスタービン、航空エンジン、医療用超音波診断装置が好調だったことから利
益は市場予想を上回った。2015年以降も消費者金融部門の分離上場や、仏アルストム社のエネルギー事業買
収により収益性の改善、増配などの株主還元策等が期待できる。

売上は事前予想を下回ったものの利益は上振れた。米ドル高による影響が大きかったものの、全ての事業部
門が前年比増収となり、また、利益面では7四半期連続の増益となり、特にヘルスケア事業が堅調であった。し
かしながら、会社側は米ドル高から欧州、中東、アフリカ地域では厳しい環境が続くと慎重なコメントを発表して
いる。収益性の高い事業へのシフト等、経営陣の高い事業執行能力を評価したい。

3M



※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。

ファンド
レポート

次世代米国代表企業一覧② （2014年10-12月期決算発表企業）

■上記は、過去の実績・状況です。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
境の変動や運用状況・成果を示唆･保証するものではありません。

上記は、特定の銘柄の価格変動等の示唆･保証、または推奨を目的とするものではありません。

上記は2015年2月末現在でファンドに組み入れられている次世代米国代表企業について掲載しています。なお、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。

＊売上高は億米ドル単位、EPS（一株当り利益）は米ドル単位。（予想）はブルームバーグ社の事前予想。
・米国時間2015年2月16日までに決算発表された29銘柄（ナイキを除く）について掲載。
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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）

企業 内容

売上：746.0 (予想：675.2）
ＥＰＳ：3.06 (予想：2.60）

売上：38.5 (予想：37.7）
ＥＰＳ：0.54 (予想：0.49）

売上：71.0 (予想：69.4）
ＥＰＳ：1.34 (予想：1.25）

売上：33.8 (予想：33.4）
ＥＰＳ：2.53 (予想：2.49）

売上：181.0 (予想：147.4）
ＥＰＳ：6.88 (予想：7.11）

売上：201.6 (予想：206.7）
ＥＰＳ：1.06 (予想：1.13）

売上：370.6 (予想：360.4）
ＥＰＳ：1.21 (予想：1.20）

売上：268.7 (予想：268.9）
ＥＰＳ：1.12 (予想：1.09）

売上：73.8 (予想：77.9）
ＥＰＳ：0.71 (予想：0.71）

売上：331.9 (予想：326.9）
ＥＰＳ：0.71 (予想：0.72）

売上：344.4 (予想：342.3）
ＥＰＳ：0.55 (予想：0.55）

売上：334.3 (予想：331.3）
ＥＰＳ：1.55 (予想：1.50）

売上：26.4 (予想：26.4）
ＥＰＳ：4.09 (予想：3.78）

売上：73.1 (予想：67.4）
ＥＰＳ：2.43 (予想：2.21）

売上：20.9 (予想：20.8）
ＥＰＳ：1.01 (予想：1.01）

収益

売上、利益ともに市場の事前予想を上回る内容の決算となった。米国やアジアで同社のネットワークを使った
カード支出が増えた。世界的にマクロ環境は厳しさを増しているものの、同社の事業モデルの強さと安定的な収
益基盤が収益成長に大きく貢献しているとのコメントを発表した。

売上は事前予想を上回ったものの、利益は予想を下回る決算内容となった。タブレット端末とスマートフォンの
ユーザー・広告主の獲得を巡り、フェイスブック等と競争を繰り広げている。広告一件当りの平均単価は対前年
比で3％低下した。顧客が、引き続きデスクトップやタブレットから、広告の平均単価の低いスマートフォンに着
実に移行しているという流れが背景にあり、ある意味、同社のモバイル化戦略に伴うものと捉えられる。

フェイスブック

クアルコム

アップル
事前予想を上回る好調な決算内容。｢iPhone｣の販売台数が上振れとなった。会社側は米ドル高でも2015年1-3
月期の売上高が伸び続けるとの見通しを示した。海外売上が全売上の半分以上を占めるが、為替ヘッジ、製
品値上げ等により、米ドル高の影響を相殺している。

売上、利益とも事前予想を下回り、リストラ効果を相当以上に打ち消した前年比減収減益の決算内容となっ
た。会社側は今回の米ドル高による影響は「前例が無い」とコメント。ただし、中長期的には、ブランド整理を大
規模に行い、収益性の高いブランドへ経営資源を集中させるなど、利益率向上の戦略に転換を図っており、当
社の高いブランド力や事業執行能力を評価したい。

ベライゾン・コミュニケーションズ

AT&T

ユナイテッドヘルス・グループ

Visa

グーグル

プロクター・アンド・ギャンブル・
カンパニー

CVSヘルス

コストコ　ホールセール

デュポン

売上、利益ともにほぼ事前予想通りとなった。2015年の収益見通しは2015年1月12日に既に発表されているも
のに沿う内容であり、既存薬の「レブリミッド」の売上、新薬の開発動向を含め、事業は順調に進捗していること
が確認された。

事前予想を小幅に上回る決算となった。携帯通信事業においては新規加入者の純増数ならびに契約者1件あ
たりの収入の下振れがややマイナスとなる一方、固定通信事業におけるコスト削減効果がプラスとなった。

売上、利益ともに市場の事前予想を上回る好調な決算内容となった。政府の医療保険制度見直し（オバマケ
ア）の恩恵を、引き続き受けている。低所得者層の保険加入の恩恵を受ける一方で、コスト増は想定の範囲内
に抑えられ、利益率の改善につながった。

売上はほぼ事前予想通り、利益は事前予想を上回る決算内容。既存薬の「タイサブリ」の売上は事前予想を下
回ったもの、大型新薬として期待される「テクフィデラ」の売上が、市場予想を上回った。同時に示した2015年の
利益見通しも市場予想を上回り、全般的には、神経系の疾病における同社のフランチャイズの強さが改めて確
認された決算内容となった。

Ｃ型肝炎治療薬の売上が好調であり、売上、利益ともに市場の事前予想を大幅に上回る決算内容となった。な
お会社側は、Ｃ型肝炎治療薬について、公的医療保険向けを中心に割引率が拡大する可能性を示唆した。

ヘルスケア

バイオジェン・アイデック

ギリアド・サイエンシズ

セルジーン

情報技術

生活必需品

素材

電気通信・
サービス

売上、利益とも事前予想を上回る好決算。企業イメージ向上等のため「タバコ販売」を中止し、ヘルスケア事業
に集中させる戦略変更を2014年度に行った。ジェネリック薬品販売を中心とした薬剤管理給付事業の売上が
好調となり、タバコ販売の売上減少を上回った。Ｃ型肝炎治療薬等新しい薬品の売上寄与が見込まれることや
米国医療制度改革が追い風となり業績は堅調に推移するものと予想する。

売上は事前予想とほぼ一致し、利益は上回った。既存店の売上が高い伸びとなり、客単価、客数とも増加。加
えてガソリン価格低下に伴う数量増が収益改善に貢献した。また、収益性の高いスポーツ用品や乗用車向けタ
イヤの販売好調も利益増加に寄与した。中期的にも米国内での新規出店加速および海外展開による会員数、
会員収入の増加などが当社の成長ドライバーとなろう。

売上は事前予想を下回った一方、利益は同水準となった。主力事業の農業関連部門での落ち込みが大きく、
南米でのトウモロコシ種子販売減少や米ドル高の影響が大きかった。また、化学部門も二酸化チタン等の価格
下落から減収となった。化学部門売却（2015年半ば予定）による全体の収益性改善や農業関連事業での高い
競争力から中長期的な成長性は変わらないと考える。

売上は事前予想を上回る一方、利益は小幅に下振れた。携帯通信事業は競争環境が激化するなかでも利用
者数は順調に拡大しているが、契約者1件当たりの利用金額が市場予想比でやや弱かった。固定通信事業で
は光ファイバー回線をベースとするインターネットやビデオなどのサービス「FiOS」が健闘。

売上、利益ともに市場の事前予想を上回る内容の決算となった。会社側は、海外進出や採用増、新規事業投
資のための支出を増やすとの方針を改めて示した。新規ユーザー獲得に向け、買収も積極的に行う見込み。

売上、利益ともに市場の事前予想を上回る内容の決算となったものの、今会計年度の売上、利益予想をともに
下方修正した。中国での中価格帯の携帯電話での競争激化や大口顧客の喪失が背景となった。



購入時 購入時手数料

購入価額×3.24％（税抜3％）（上限）

購入時手数料は販売会社が定めます。

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 ありません。

運用管理費用

（信託報酬）
純資産総額×年1.566％（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。

保有期間中

ファンドの特色

1

2

3

投資リスク

お客さまにご負担いただく費用

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。

主な投資リスクとして、組入株式の価格変動リスクや為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。

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。運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

価格変動
リスク

信用リスク

流動性リスク企業業績や市場・経済の状況等を反映して
組入株式の価格が下落することがあります。
また、原則として為替ヘッジを行わないため、
為替変動の影響を大きく受けます。

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
下落することがあります。

市場に十分な需要や供給がない場合等に、
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。

米国の株式が実質的な主要投資対象です。

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。

外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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。

4

【ダウ・ジョーンズ 工業株価平均】
ダウ工業株30種（ダウ・ジョーンズ工業株価平均）とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCの商品で、輸送株と公益株以外の商品とサービ
スを提供する米国のすべての上場銘柄から、米国を代表する優良30銘柄を選出し、指数化したものです。

次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）
追加型投信／海外／株式

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。
加入協会 一般社団法人投資信託協会

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

一般社団法人日本投資顧問業協会

【当資料で使用している指数について】

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】

 当資料は、次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）の運用状況や投資環境等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。また、勧誘を目的に作成したものではありません。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする

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。

 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。

 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。

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。

・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。詳しくは、投資信託
説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ファンド情報提供資料
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ファンド名称：次世代米国代表株ファンド

 株式会社　琉球銀行

 登録金融機関  日本証券業協会

 沖縄総合事務局長（登金）第2号  

 

 楽天証券株式会社

 金融商品取引業者  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

 関東財務局長（金商）第195号  

 

 加入協会

 登録金融機関  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   関東財務局長（登金）第8号

 株式会社  但馬銀行

 株式会社　中京銀行

 株式会社　中国銀行

 株式会社　東京都民銀行

 商号  登録番号等

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 髙木証券株式会社

 株式会社　山梨中央銀行

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

 株式会社　鳥取銀行

 株式会社　南都銀行

 株式会社　八十二銀行

 東北財務局長（登金）第1号  

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 四国財務局長（登金）第1号  

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

 

 近畿財務局長（登金）第6号  

 金融商品取引業者  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

 

 関東財務局長（金商）第44号  

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 近畿財務局長（登金）第8号  

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 中国財務局長（登金）第1号  

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 四国財務局長（登金）第3号  

 金融商品取引業者  日本証券業協会

 

 近畿財務局長（金商）第20号  

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 近畿財務局長（登金）第14号  

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 東海財務局長（登金）第17号  

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

 

 中国財務局長（登金）第2号  

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

 

 関東財務局長（登金）第37号  

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 中国財務局長（登金）第3号  

 登録金融機関  日本証券業協会

 

 近畿財務局長（登金）第15号  

 登録金融機関  日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会

 

 関東財務局長（登金）第33号  

 

 関東財務局長（登金）第49号  

 

 登録金融機関  日本証券業協会

 登録金融機関  日本証券業協会

 九州財務局長（登金）第5号  

 

 登録金融機関  日本証券業協会

 関東財務局長（登金）第41号  

 登録金融機関  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　宮崎銀行

 株式会社　山形銀行  東北財務局長（登金）第12号  

 

 

 株式会社　紀陽銀行

 株式会社　山陰合同銀行

 株式会社  四国銀行

 株式会社　青森銀行

 株式会社　阿波銀行

 株式会社　池田泉州銀行

 株式会社　ＳＢＩ証券
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