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三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド

Fund Report

＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）／＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）

（愛称：メトロポリス）

ファンド
レポート

ポートフォリオ構築のお知らせ
追加型投信／国内／資産複合

※三菱ＵＦＪ投信株式会社は、2015年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」となる予定です。

平素より、「三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）／＜Ｗプレミアム＞（毎月決算
型）（愛称：メトロポリス）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。当ファンドは2015年5月8日の設定日以降、市場
環境を勘案しつつ国内の不動産株式および不動産投資信託証券（リート）のポートフォリオ構築を進め、当初ポー
トフォリオの構築をいたしました。つきましては、2015年5月15日現在のポートフォリオの状況、今後の運用方針等
についてご報告申し上げます。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。

ファンドの基準価額と純資産総額 （2015年5月15日現在）
＜米ドル投資型＞
9,850円
34億円

基準価額
純資産総額

＜Ｗプレミアム＞
9,878円
71億円 ・基準価額は、信託報酬控除後の値です。

ファンドが投資を行う円建外国投資信託の状況 （2015年5月15日現在）
各ファンド共通：「Ｊリート アンド リアルエステート エクイティ ファンド」の不動産株式・リート部分の状況

組入上位10銘柄

（組入銘柄数：56銘柄）

銘柄名
証券種別
業種
組入比率
配当利回り（税引前）
1 三菱地所
不動産株式
不動産業
10.78%
0.54%
2 三井不動産
不動産株式
不動産業
10.64%
0.70%
3 住友不動産
不動産株式
不動産業
6.19%
0.46%
4 ジャパンリアルエステイト投資法人 リート
オフィス
4.59%
2.74%
5 オリックス不動産投資法人
リート
オフィス
3.86%
3.05%
6 インヴィンシブル投資法人
リート
住宅用
3.86%
2.06%
7 日本ビルファンド投資法人
リート
オフィス
3.81%
2.80%
8 日本プロロジスリート投資法人
リート
工業用
3.18%
3.04%
9 東京建物
不動産株式
不動産業
2.90%
0.67%
10 大和証券オフィス投資法人
リート
オフィス
2.81%
2.57%
・上記組入比率は、円建外国投資信託の純資産に対する比率です。
・上記業種は、リートについてはＧＩＣＳ(世界産業分類基準)、不動産株式については東証33業種の分類に基づいて表示しています。

業種別組入比率

住宅用
9.7%

ポートフォリオ特性

工業用 その他
0.2%
8.1%

1.9％

（ご参考）配当課税控除後の配当利回り

1.6％

・配当利回りは、組入銘柄の実績配当利回りを加重平均して算出したもの
です。よって将来の分配を示唆するものではありません。

各種・分散
投資型
10.1%
オフィス
22.2%
リート
50.3%

配当利回り

不動産業
49.7%

【不動産株式・リートの配当への課税について（2015年5月15日現在）】
当ファンドはケイマン籍の円建外国投資信託を通じて運用を行います。
ケイマン籍の外国投資信託には、株式およびリートの配当について税金が
かかる場合があります。当資料では不動産株式およびリートの税率につい
ては15.315％と仮定して試算しています。

不動産株式
49.7%

・上位比率は、円建外国投資信託における組入銘柄の評価額合計に対する比率です。
・上記業種は、リートについてはＧＩＣＳ(世界産業分類基準)、不動産株式については東証33業種の分類に基づいて表示しています。
（出所）クレディ・スイス証券、三菱ＵＦＪアセット・マネジメント（ＵＫ）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。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。
※後記の「当資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド

ファンド
レポート

＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）／＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）
（愛称：メトロポリス）

ファンドが投資を行う円建外国投資信託の状況 （2015年5月15日時点）
＜Ｗプレミアム＞：ファンドが投資している「Ｊリート アンド リアルエステート エクイティ ファンド」のオプション部分の状況

コール・オプションのポートフォリオ特性値
対象資産
オプション・プレミアム
カバー率

不動産株式

通貨

9.29%

5.40%

25.33%

50.67%

・オプション・プレミアムは、2015年5月15日時点のカバー率を適用した円建外国投資信託の純資産総額に対する年率調整後のプレミアム収入です。
・カバー率は、円建外国投資信託の純資産総額に対するオプションのポジションです。
（出所）クレディ・スイス証券のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

【当資料で使用している指数について】
■不動産株式：東証業種別株価指数（不動産業）
東証業種別株価指数（不動産業）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄のうち、東証３３業種の不動産業に区
分される銘柄の値動きを示す株価指数です。
■リート：東証ＲＥＩＴ指数
東証ＲＥＩＴ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す。
上記指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
■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。また、税金・手数料等を考慮しておりません。
※後記の「当資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド
＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）／＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）
（愛称：メトロポリス）

足下の投資環境について
「東京圏」では今後も継続的な人口流入が見込まれ、東京五輪開催に向けたインフラ整備や訪日外国人観光客
の増加など経済活性化が期待されます。またオフィス市況については、一部エリアでの空室の減少に加え賃料相
場も底打ちないし反転するなど、市況回復へ向けた動きが広がりつつあります。こうしたなか、ポートフォリオ構築
にあたっては、賃料増額期待が見込まれるオフィス市況の恩恵を受ける不動産株式やオフィス型リート、訪日外
国人観光客の増加で恩恵を受ける不動産株式やホテルを保有するリートなどに注目して、銘柄選別を行いました。
為替市況についてみると、足下の米ドル（対円）レートは概ね横ばいでの推移となりました。足下、力強さに欠ける
米国景気指標の発表が増えたことで米国の利上げ観測が後退、米ドルはユーロや豪ドル等の主要通貨に対して
軟調となったものの、対円では、日本の投資家からの米ドルの押し目買いによる継続的な需要が部分的に影響し
ていることも一因となり、横ばいでの推移となりました。
（出所）為替市況についてはクレディ・スイス証券のコメントより三菱ＵＦＪ投信作成

今後の市況見通しと運用方針
不動産株式およびリート市況についてみると、今後も日銀の金融緩和姿勢が堅持されると見込まれることや、企
業業績の改善および新規供給の減少を背景としたオフィス市況の改善が続くと予想されることから、中期的に不
動産株式やリート市況は堅調に推移すると予想されます。今後の運用方針については、「東京圏」の経済活性化
の恩恵を受ける不動産株式や、保有物件が主として「東京圏」にあるリートの中から、将来のキャッシュフロー予測、
保有不動産価値評価、業績予想の分析に基づき、業績が安定的かつバリュエーション（投資価値基準）面で割
安感のある銘柄への投資を中心に行います。
また、今後の為替市況は、2015年4-6月期に入っても米国経済の回復に勢いが欠けることから、対主要国通貨
で米ドル相場の上値が重くなることが予想されるものの、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）と日銀・ＥＣＢ（欧州中央銀
行）の金融政策の方向性の違いを反映して、大きなトレンドとして米ドル相場は上昇、ユーロと円相場は軟調、とい
う大多数の市場参加者の見解に変化は無いと見ています。
（出所）為替市況についてはクレディ・スイス証券のコメントより三菱ＵＦＪ投信作成

直近3ヵ月の不動産株式・リートの推移

直近3ヵ月の米ドル（対円）の推移

（期間：2015年2月16日～2015年5月15日）

（円）
122

115
不動産株式
リート

（期間：2015年2月16日～2015年5月15日）

121

110

120
105
119
100

118
・2015年2月16日＝100として指数化

95
2015/2/16

2015/3/16

117
2015/2/16

2015/4/16

・上記は指数を使用しています。指数については【当資料で使用している
指数について】をご覧ください。
・計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。

2015/3/16

（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。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。
※後記の「当資料に関するご注意事項」の内容を必ずご確認ください。
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三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド
＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）／＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：メトロポリス）
ファンドの収益イメージ図

収益分配金に関する留意事項
■分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。■分
配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、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率を示すものではありません。
■投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には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。
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三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド
＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）／＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：メトロポリス）
当ファンドの商品内容は、販売用資料を併せてご覧ください。

ファンドの特色
1. わが国の金融商品取引所に上場している不動産株式および不動産投資信託証券（リート）を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の
獲得および配当収益の確保をめざします。
・円建外国投資信託への投資を通じて、主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産株式およびリートに実質的な投資を行います。また、証券
投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドへの投資も行います。
・不動産株式およびリートの組入比率は、各々、円建外国投資信託における純資産総額の50％程度とすることを原則とします。
・東京圏の経済活性化により恩恵を受けると期待される銘柄に投資を行います。（東京圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県とします。）

2. 実質的な保有円建て資産について、円売り・米ドル買いの為替取引を行います。
3. ＜Ｗプレミアム＞については、為替取引に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションを実質的に売却する戦略（通貨カバード・コール戦
略）およびわが国の不動産業株価指数のコール・オプションを実質的に売却する戦略（不動産株式カバード・コール戦略）の２つのカバード・
コール戦略を活用します。これにより、為替差益ならびに不動産株式の値上がり益の一部を放棄する代わりに、オプション・プレミアム収入
の獲得をめざします。
4. 円建外国投資信託におけるわが国の不動産株式およびリートの運用にあたっては、三菱ＵＦＪ投信の助言のもと、三菱ＵＦＪアセット・マネジメ
ント（ＵＫ）が行います。また、為替取引および＜Ｗプレミアム＞におけるカバード・コール戦略の運用は、クレディ・スイス・マネジメント（ケイマ
ン）リミテッドが行います。
5. ＜米ドル投資型＞は年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、＜Ｗプレミアム＞は毎月の決算時（10日
（休業日の場合は翌営業日））に収益分配を行います。
・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。
市況動向および資金動向により、上記のような運用が行えない場合があります。
【特化型ファンドについて】
当ファンドは特化型です。特化型ファンドとは、投資対象に投資信託協会の規則に定める比率（10％）を超える支配的な銘柄が存在し、又は存在することとなる
可能性が高いファンドです。当ファンドは、わが国の不動産株式およびリートに実質的に投資します。わが国の不動産株式およびリートには、寄与度が10％を超え
る又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪
化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

投資リスク

当資料に関するご注意事項等

主な投資リスクとして、組入株式・リートの価格変動リスクや為替変動リスク、＜Ｗプレ ■当資料は「三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月
決算型）／＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：メトロポリス）」のポート
ミアム＞のカバード・コール戦略にかかるリスク、信用リスク、流動性リスク等があります。
フォリオの状況および今後の運用方針等について投資家のみなさまにご
価格変動 株式・リート市場の相場変動により組入株式・リートの価格が
理解を深めていただくことを目的に三菱ＵＦＪ投信が作成した情報提供資
リスク
下落することがあります。
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
為替変動 保有円建て資産について、円売り・米ドル買いの為替取引を
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
行うため、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。
リスク
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
信用
組入有価証券の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影
ります。
リスク
響により組入有価証券の価格が下落することがあります。
■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
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
正確性・完全性を保証するものではありません。
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
■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
産に生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
います。
投資信託は預貯金と異なります。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
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。

お客様にご負担いただく費用
当該ファンド（a） 純資産総額×年1.1826％（税抜 年1.095％）
購入価額×3.24％（税抜 3％）
（上限）
購入時

購入時
手数料

投資対象とする
＜米ドル投資型＞年0.585％（＊）
投資信託証券
＜Ｗプレミアム＞年0.665％（＊）
（b）

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。

運用管理費用
（信託報酬）
保有
期間中

換金時

信託財産 換金申込受付日の翌営業日の
留保額 基準価額×0.3％

実質的な負担
（a）＋（b）

＜米ドル投資型＞年1.7676％（税込）（＊）
＜Ｗプレミアム＞年1.8476％（税込）（＊）
（＊）この他に、投資対象とする外国投資信託の受託会社に対して、固定報酬
として年額10,000米ドルがかかります。
投資対象とする投資信託証券における料率を含めた実質的な料率（上限値）を算
出したものです。上場投資信託（当ファンドでは不動産投資信託）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。

売買委託手数料等、監査費用、投資対象とする投資信託証券における諸費用等を信託財産からご
その他の費用・ 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。

・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。くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

≪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。≫
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販売会社情報一覧表
ファンド名称：三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型）／＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：メトロポリス）
商号
株式会社 三菱東京ＵＦＪ銀行 (委託金融商品取引業者
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

登録番号等

加入協会

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

金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第2336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
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