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業績拡大が期待される日本企業

※後記の【当資料に関するご注意事項等】をご覧ください。

ファンド情報提供資料
データ基準日：

2015年4月30日

■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。

三菱ＵＦＪ 東京関連オープン
（米ドル投資型／円投資型）

【愛称：東京ウェイ】
追加型投信／国内／資産複合

平素は「三菱ＵＦＪ 東京関連オープン（米ドル投資型／円投資型）【愛称：東京ウェイ】」を愛顧賜り、厚く御礼申
し上げます。
さて、東京での夏季五輪の開催が決定し東京圏の経済活性化が見込まれる中、東京圏における企業業績の拡
大に注目が集まっています。そこで、日本株式市場の足下の状況や当ファンドの運用状況と今後の見通し等につ
いてのレポートを作成いたしました。
当ファンドにおきましては、東京圏の経済活性化に伴って恩恵を受けると期待される銘柄に投資し、キャピタルゲ
インの獲得をめざしてまいりますので、今後とも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。

1/8

2015年6月8日

米ドル
投資型

円
投資型

・基準価額は設定日の前営業日を10,000として指数化しています。
・基準価額は、信託報酬控除後の値です。

基準価額の推移（期間：2014年1月17日～2015年4月30日）

足下の市場動向と当ファンドの運用状況（期間：2015年初～2015年4月30日）

【市場動向】
2015年初の日本株式市場は、世界的な金融緩和の中で、賃金上昇による消費押し上げ効果・株主還元強化・
堅調な企業業績などに対する期待を背景とした海外からの資金流入などを受けて堅調に推移しました。
また、為替市場については、年初からの米国経済関連指標の発表によって一進一退の推移となりました。
【運用状況】
「東京圏」の経済活性化によって恩恵を受けることが期待される、「不動産・インフラ」「消費・サービス」「交通・物
流」「観光」等の投資テーマに合致した銘柄を選定し、その中から「東京圏」における売上・収益依存度の高い銘
柄や「東京圏」における今後の売上・収益拡大期待の高い銘柄を厳選して投資することにより、値上がり益の獲得
をめざしました。組入銘柄は概ね60銘柄程度で株価水準と企業の競争力や業績の変化などを勘案し、より割安
と判断される銘柄への入替えを機動的・継続的に行いました。
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米ドル投資型、円投資型いずれもデータの掲載期間中に分配金は支払われておりません。

※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。
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当ファンドにおいては、業績の多くが「東京圏」に依存している（売上依存度が高い、サービスエリアが「東京圏」
など）、または今後恩恵が見込まれる企業、保有資産（不動産など）の多くが「東京圏」にあり、「東京圏」の経済
活性化に伴って、今後資産価値の増大が期待される株式およびＲＥＩＴなどに投資します。具体的には、「東京
圏」の経済活性化によって恩恵を受けることが期待される、「不動産・インフラ」「消費・サービス」「交通・物流」
「観光」等の投資テーマに合致した銘柄を選定し、その中から「東京圏」における売上・収益依存度の高い銘柄
または「東京圏」における今後の売上・収益拡大期待の高い銘柄を選別します。

安倍政権の下での日本版スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの策定などにより、経営者
の意識はこれまで以上に投資家リターンを重視する方向に変わりつつあります。2015年3月期の決算発表にお
いては、多くの企業が増配を公表したことに加え、大型の自己株式取得枠設定も相次ぎました。決算発表にお
いて、このような企業の変化が感じられたことは、今後の国内株式市場への資金流入継続という点で期待を抱
かせるものと考えています。

「東京圏」では、東京五輪開催を契機とした空港、鉄道、道路などのインフラ整備や戦略特区を活用した外国
企業や外国人来訪者の増加や東京圏外からの人口流入による人口増加などが期待されています。不動産、鉄
道、サービス、小売など多くの内需関連企業の利益の大半は日本の国内総生産の約30％を占める「東京圏」
から生まれており、今後も「東京圏」の経済活性化が見込まれる中、「東京圏」における「不動産・インフラ」や「消
費・サービス」「交通・物流」「観光」等の投資テーマは今後も大いに注目されることが期待されます。

当ファンドの今後の運用方針

ファンド情報提供資料
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Ｖ

東京都心5区の平均賃料

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成

不動産・インフラ1

活発化する東京都心の不動産市況

国土交通省が発表した地価公示(2015年1月

1日時点)によれば、東京都区部の地価は住宅地、

商業地ともに2年連続のプラスとなりました。

また、三鬼商事が公表している東京都心オフィス

5区の空室率も足下で概ね改善傾向が続いていま

す。このように、東京都心では東京五輪開催決定

を契機に都市開発などが活発化しており、不動産

市況の回復傾向が継続しています。加えて、日銀

が今後も「異次元の金融緩和」を継続する方針を

示しており、不動産市況にとって追い風となると見

込まれます。

今後も東京五輪開催に向けたインフラ投資の活

発化が見込まれ、東京都心の不動産、インフラ関

連企業にとって良好な環境が継続する見通しです。
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※後記の【当資料に関するご注意事項等】をご覧ください。
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Ｖ

全国・東京地区百貨店売上高

消費・サービス2

回復基調が強まる消費

足下で、消費増税の影響が一巡したこともあり、

消費の回復基調が強まりつつあります。東京圏の

百貨店売上高をみると、全国と比べて堅調に推移

しており、富裕層を中心に土地や株式などの資産

価値上昇による消費余力の拡大や訪日外国人旅

行者の増加に伴う免税売上高の大幅増加などが、

東京圏における百貨店の売上拡大につながってい

るものと考えられます。

今後も、訪日外国人旅行者の増加や東京圏の

人口拡大に期待できることから、東京圏での消費・

サービス企業にとって良好な事業環境が継続する

と見込まれます。

Ｖ

関東圏の鉄道輸送客数

（出所）国土交通省「鉄道輸送統計月報」より三菱ＵＦＪ投信作成

交通・物流3

東京圏の交通・物流の活性化に期待

東京五輪に向けた大規模再開発プロジェクトの進

展や、羽田、成田空港の発着枠拡大などの利便

性向上などにより、東京の魅力は高まっており、訪

日外国人旅行者は増加傾向にあります。そうしたこ

とが、関東圏における鉄道輸送客数の増加につな

がっていると考えられます。

加えて、東京圏内の人口は、東京圏外（国内外）

からの人口流入によって増加傾向にあることから、

交通機関の利用拡大が期待されています。今後も、

こうした東京圏への人口流入の継続に加え、東京

圏内の女性や高齢者の就業率増加などから、通

勤などによる交通機関のさらなる利用拡大が予想

されます。このような人の動きは、交通だけなく物

流も活性化することが期待されます。

（期間：2003年度～2013年度）（億人）

（期間：2004年度～2014年度）

・2004年度＝100として指数化

（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ投信作成
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※後記の【当資料に関するご注意事項等】をご覧ください。



Ｖ

■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。

ファンド
レポート

三菱ＵＦＪ 東京関連オープン
（米ドル投資型／円投資型）

ファンド情報提供資料

4/8

Ｖ

訪日外国人旅行者数

（出所）東京都「東京都観光客数等実態調査」より三菱ＵＦＪ投信作成

観光4

東京を訪れる旅行者の増加

「観光立国」のもとでの、訪日外国人旅行者増加

のためのビザ発給要件の緩和や免税対象品拡大

などの施策が実を結びつつあり、2015年4月の訪

日外国人旅行者は単月で176万人（前年同月比

約43％増）と過去 高水準に達しました。東京圏

のシティーホテルやビジネスホテルの稼働率や客

室単価などが着実に上昇するなど、訪日外国人旅

行者の増加による観光関連企業の収益への寄与

が期待されます。

政府は、2020年までに訪日外国人旅行者を年

間2,000万人にまで増やす計画を掲げていますが、

現状のペースからは政府目標を前倒しで達成する

可能性が高く、今後も観光関連企業にとっては追

い風となると考えられます。

（期間：2005年～2014年）

当ファンドの運用状況について

組入上位業種

（2015年4月30日現在）

（万人）

・2020年の数値は東京都の目標です。

2020
年

（目標）

・比率は現物株式等評
価額に対する割合です。
・四捨五入の関係で合計
が100％にならない場合
があります。
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※後記の【当資料に関するご注意事項等】をご覧ください。
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※銘柄によっては複数の「投資テーマ」に該当するものがあります。

（2015年4月30日現在）

常和ホールディングス
（不動産業）

首都圏のオフィスビルのほかホテル事業にも注力。ビジネスホテルを「ユニゾ」ブラ
ンドで展開しており、銀座など3店舗の新店業績寄与に期待。
投資テーマ※：不動産・インフラ、観光

関電工
（建設業）

首都圏での電気設備工事で 大手。選別受注の徹底などによる工事採算改善や
東京五輪に向けた電線地中化などの受注に期待。
投資テーマ※：不動産・インフラ

アスクル
（小売業）

首都圏に大規模な自社物流センターを保有。首都圏への人口集積による売上拡
大や物流効率改善による業績拡大などに期待。
投資テーマ※：消費・サービス、交通・物流

東京建物
（不動産業）

「東京スクエアガーデン」など都心部にオフィスビルを所有。東京圏の経済活性化
による、保有オフィスビルなどの資産価値向上に期待。
投資テーマ※：不動産・インフラ

ＮＴＴ都市開発
（不動産業）

大手町のビル賃貸が主力で、品川での新ビル開発も。品川再開発による「品川
シーズンテラス」の価値向上やＮＴＴグループ保有資産の有効活用などにも期待。
投資テーマ※：不動産・インフラ

エイチ・アイ・エス
（サービス業）

訪日外国人旅行者の取り込み狙い、海外代理店を積極出店。東京五輪開催に向
けた訪日外国人旅行者の増加による旅行事業の拡大に期待。
投資テーマ※：観光

日本航空
（空運業）

日本を代表する航空会社。東京五輪開催に向けた訪日外国人旅行者の増加に
よる国際線旅客事業の拡大に期待。
投資テーマ※：観光

京成電鉄
（陸運業）

成田空港へ接続する路線を有する。成田空港でのＬＣＣターミナル開設などよる鉄
道輸送客増加や保有しているオリエンタルランド（東京ディズニーランドや東京ディ
ズニーシーなどのテーマパークを経営・運営）株式の含み益拡大にも期待。
投資テーマ※：交通・物流、観光

島忠
（小売業）

首都圏でホームセンターなどを展開。東京圏の活性化による家具販売回復や良
好な財務体質を背景とした株主還元などにも期待。
投資テーマ※：消費・サービス

日本ビルファンド投資法人
（ＲＥＩＴ）

物件の約70％が東京都心部および東京周辺都市部。スポンサー三井不動産との
連携による継続的な優良物件取得に期待。
投資テーマ※：不動産・インフラ

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。

※後記の【当資料に関するご注意事項等】をご覧ください。
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「三菱ＵＦＪ 東京関連オープン（米ドル投資型／円投資型）」 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

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。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。

価格変動
リスク

為替変動
リスク

信用リスク株式・リート市場の相場変動により
組入株式・リートの価格が下落するこ
とがあります。

〈三菱ＵＦＪ 東京関連オープン（米ドル投資型）〉
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。為替取引を行う場合で、米ドルの金利が円の金利より低いときには、これらの金利差相当分が為替
取引によるコストとなります。
〈三菱ＵＦＪ 東京関連オープン（円投資型）〉
保有円建て資産について、為替取引を行わないため、為替変動リスクはありません。

組入有価証券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。

わが国の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券（リート）に

実質的な投資を行います。

「米ドル投資型」と「円投資型」をお選びいただけます。

年１回の決算時に分配を行います。

【当資料に関するご注意事項等】
■当資料は、当ファンドの運用状況や投資環境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 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。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。

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。詳しくは
販売会社にご確認ください。 保

有
期
間
中

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額×年1.674％（税抜 年1.55％）
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。

換金時 信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額×0.3％
その他の費用・

手数料

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。
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。

※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。
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主な投資リスクとして、組入株式・不動産投資信託証券（リート）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。

≪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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ファンド名称：三菱ＵＦＪ 東京関連オープン（米ドル投資型／円投資型）

 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　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)
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 関東財務局長（登金）第5号

 商号  登録番号等

 金融商品取引業者  日本証券業協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／

 

 関東財務局長（金商）第2336号  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

 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

販売会社情報一覧表


