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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
レポート

～ダウ工業株30種の銘柄入れ替えと
当ファンドの対応等について～

追加型投信／海外／株式

 2015年3月18日（水）の取引終了後、ダウ工業株30種の構成銘柄の入れ替えが行われ、新たに
「アップル」が採用、「ＡＴ＆Ｔ」が除外されました。
 当ファンドにおきましては、今回のダウ工業株30種の構成銘柄変更をもとに、組入銘柄の入れ替え等
を実施いたしました。
ダウ工業株30種の構成銘柄入れ替えの詳細
【新規採用銘柄】

【除外銘柄】

アップル（情報技術）

ＡＴ＆Ｔ(電気通信・サービス)

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。今回の入れ替えは、｢ｉＰｈｏｎｅ｣、｢ｉＰａｄ｣等のヒ
ット商品を開発し、テクノロジー業界のリーダー的な存在となったアップルの今後の潜在的成長力がなお大
きいことを評価されてのものであり、この流れに沿うものと思われます。

入れ替えを受けた当ファンドの対応
【マスターカードを新たに組入れ】
この入れ替えにより、ダウ工業株30種において情報技術業種の銘柄数が増加しました。そこで、同業種の中から
「マスターカード」の新規組入れを行いました。次ページで「マスターカード」の概要と組入理由についてご紹介して
おりますので、ご参照ください。
なお、今回ダウ工業株30種に採用となった「アップル」につきましては、有望な次世代銘柄との評価のもと、当ファ
ンド設定時より組入れを行っていました。
【組入れていたＡＴ＆Ｔを売却】
ダウ工業株30種より「ＡＴ＆Ｔ」が除外され、電気通信・サービス業種の銘柄数が減少したことを受けて「ＡＴ＆Ｔ」
を売却しました。
なお、ダウ工業株30種の構成銘柄である「Ｖｉｓａ」が、2015年3月19日に1対4の株式分割を実施したことに伴っ
てダウ工業株30種における銘柄別・業種別構成比率が変化しました。これを受けて、当ファンドにおいても銘柄
別・業種別組入比率の調整を行っております。

■上記は、過去の実績・状況であり、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。

※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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今回、当ファンドが新たに組入れた銘柄のご紹介
次世代米国代表企業 マスターカード （業種：情報技術）
企業の概要
～世界的なクレジットカード会社～
 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。
 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。
 中国をはじめとする新興国での事業展開が期待される。

組入れ理由
 同社は金融業に属するクレジットカード発行会社と思われがちですが、実際はクレジットカードの決済関連の技術を
提供する情報技術企業です。買い物等の取引ごとに手数料を課金する収益形態となっており、安定的かつ高い
成長を達成しています。
 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
移行が進展するなか、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つことに加え、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、同社のＥＰＳ（1株当たり利益）は2018年までに年平均19.7％の成長が見込まれてお
り、次世代の米国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。

『メジャー・リーダー』の組入銘柄について（2015年3月19日現在）
Ａ 独自銘柄

Ｂ 共通銘柄

Ｃ 非保有銘柄

（ファンド保有＆
ダウ工業株30種非採用銘柄）

（ファンド保有＆ダウ工業株30種採用銘柄）

（ファンド非保有＆
ダウ工業株30種採用銘柄）

１

マスターカード

１

アップル

１

キャタピラー

２

グーグル

２

ボーイング

２

シスコシステムズ

３

アマゾン・ドット・コム

３

ゼネラル・エレクトリック

３

エクソンモービル

４

ハリバートン

４

シェブロン

４

ホーム・デポ

５

ＣＶＳヘルス

５

３Ｍ

５

インテル

６

スターバックス

６

ナイキ

６

マクドナルド

７

ダナハー

７

プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー

７

メルク

８

ギリアド・サイエンシズ

８

ベライゾン・コミュニケーションズ

８

マイクロソフト

９

クアルコム

９

アメリカン・エキスプレス

９

トラベラーズ・カンパニーズ

１０

メットライフ

１０

イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール

１０

ウォルマート・ストアーズ

１１

フェイスブック

１１

ウォルト・ディズニー

１１

ＩＢＭ

１２

セルジーン

１２

ゴールドマン・サックス・グループ

１２

ファイザー

１３

バイオジェン・アイデック

１３

Ｖｉｓａ

１３

ジョンソン・エンド・ジョンソン

１４

ムーディーズ

１４

ユナイテッド・テクノロジーズ

１４

ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー

１５

コストコ ホールセール

１５

ユナイテッドヘルス・グループ

１５

ザ コカ・コーラカンパニー

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、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。
※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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基準価額の推移（期間：2013年5月28日～2015年3月13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。
・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。

今後の米国市況見通し
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
・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。
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
・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。
り、悪材料視されるべきものではないと考えられます。
・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。
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。

外部評価機関から優秀ファンド賞受賞
選定ポイント
Morningstar Award
“Fund of the Year 2014”

優秀ファンド賞受賞
【国際株式型 部門】

 運用成績、効率性ともに上位35％内
 米国株の上昇局面で強みを発揮するポートフォリオ、
投資家の支持も継続
 主担当ファンドマネジャーは、現存する北米株式運用
では国内系で最も長期の運用実績
モーニングスター社ホームページ
「Morningstar Award“ Fund of the Year 2014”」より

Morningstar Award “Fund of the Year 2014”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、2014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。国際株式型 部門は、2014年12月末において当該部門に属するファンド1,034本の中から選考されました。
■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。
※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）

ファンド情報提供資料

追加型投信／海外／株式
ファンドの特色
1

米国の株式が実質的な主要投資対象です。

2

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。

3

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。

4

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。
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。

投資リスク
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。

価格変動
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。

信用リスク

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。

流動性リスク 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。

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。

お客さまにご負担いただく費用
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

・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。

【当資料のご利用にあたっての注意事項等】
 当資料は、ダウ工業株30種の銘柄入れ替えと次世代米国代表株ファンド（愛称：メジャー・リーダー）の対応等について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。
 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。

【当資料で使用している指数について】
【ダウ工業株30種】
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。

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

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
東北財務局長（登金）第1号

日本証券業協会

株式会社 青森銀行

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

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
近畿財務局長（登金）第8号

日本証券業協会

株式会社 紀陽銀行

登録金融機関
中国財務局長（登金）第1号

日本証券業協会

株式会社 山陰合同銀行

登録金融機関
四国財務局長（登金）第3号

日本証券業協会

株式会社 四国銀行

金融商品取引業者
近畿財務局長（金商）第20号

日本証券業協会

髙木証券株式会社

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
中国財務局長（登金）第2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 中国銀行

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
中国財務局長（登金）第3号

日本証券業協会

株式会社 鳥取銀行

登録金融機関
近畿財務局長（登金）第15号

日本証券業協会

株式会社 南都銀行

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
九州財務局長（登金）第5号

日本証券業協会

株式会社 宮崎銀行

登録金融機関
東北財務局長（登金）第12号

日本証券業協会

株式会社 山形銀行

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

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／一般社団法人金融先物取引業協会

楽天証券株式会社

登録金融機関
沖縄総合事務局長（登金）第2号

日本証券業協会

株式会社 琉球銀行
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