
※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。 1/9

平素は「日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）〈愛称：はいとう日本〉」（以下、「はいとう日本」もしくは「当

ファンド」という場合があります）をご愛顧いただき、ありがとうございます。

足下の国内株式市場は、北朝鮮情勢に対する懸念等は残るものの、堅調な企業業績等を背景に、バブル崩壊

後の高値を更新しました。一方、当ファンドは、好配当株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせ

ることで、株式市場全体の値動きの影響を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざしていますが、足下

の基準価額は低迷しております。

そこで、本レポートでは、当ファンドの設定来の運用状況と今後の見通しについてご説明させていただきます。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。
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日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）〈愛称：はいとう日本〉

追加型投信／国内／株式／特殊型（絶対収益追求型)
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基準価額・純資産の推移（2016年10月24日（設定日）～2017年11月30日）

・基準価額(1万口当たり)は、信託報酬控除後のものです。
・「課税前分配金再投資換算基準価額」は、当ファンドの公表している基準価額に各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して
算出したものであり、三菱ＵＦＪ国際投信が公表している基準価額とは異なります。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。

1 「値動きを抑制」

2 「安定的な収益の積上げをめざす」

3 「国内資産へ投資」

好配当株式の「買付け」と株価指数（ＴＯＰＩＸ）先物の「売建て」を組み合わせることで

株式市場全体の値動きの影響を抑えて、安定的な運用をめざします。

相対的に利回りの高い好配当株式への投資により、配当等による安定的な収益の積上げ

をめざします。

為替変動リスクはありません。

「はいとう日本」の特徴

設定来の運用状況と今後の見通しについて
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純資産総額（右軸） 基準価額（左軸） 課税前分配金再投資換算基準価額（左軸）

2017年11月30日
基準価額（1万口当たり）

9,847円

2017年1月5日
基準価額（1万口当たり）

10,236円（設定来高値）

2017年2月15日
分配金（1万口当たり）

10円

2017年11月30日
課税前分配金再投資換算

基準価額（1万口当たり）

9,857円
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Fund Report ／ファンドレポート
日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）〈愛称：はいとう日本〉

Q1 「はいとう日本」の運用状況について

「はいとう日本」の設定来の運用状況を教えてください。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。■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。
■上記は指数（配当込み）を使用しています。指数については、【本資料で使用している指数について】をご覧ください。

Q1-1

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。

【設定来の国内株式市況】

2016年11月の米大統領選挙においてトランプ氏が勝利しましたが、政策実現性への懸念に加え、北朝鮮によ

るミサイル発射を契機とした米朝関係の緊迫化などの地政学リスクの高まりなどにより、国内株式市場が下落す

る局面もありました。

しかし、国内企業の堅調な業績が下支えとなり国内株式市場は総じて堅調に推移し、特に2017年9月中旬以

降においては、世界的な景気回復期待が高まるなか、衆議院選挙における与党勝利を受けて安倍政権の基盤

強化や経済政策への期待が広がったことなどから、国内株式市場は上昇しました。

【当ファンドの設定来の運用状況】

世界的な金利上昇を受け、好配当銘柄が多く含まれる金融セクターを中心とした株価の上昇などにより、基準

価額は2017年1月5日に設定来高値10,236円をつけました。

しかしその後は、世界的に2017年初の想定以上に景気が回復し、国内株式市場では業績成長期待が高い

成長株や中小型株が牽引する市場環境となり、当ファンドが投資対象としている配当利回りの高い銘柄群は相

対的に劣後する状況が継続しました。

具体的には、業績拡大期待の高い電気機器セクターなどの組入比率を低めとし、配当利回りが高い医薬品セ

クターなどについて組入比率を多めとしていたことなどにより、当ファンドで投資している好配当株式の値動きが

相対的に低調だったことに加え、株価指数先物の売建てが基準価額の下落につながりました。

*好配当株式 ： ジャパン株式インカム マザーファンド

（期間：2016年10月24日～2017年11月30日）

(出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・株価指数： 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）はファンドのベンチマークでも参考指数でもありません。
・はいとう日本は、信託報酬控除後の基準価額(1万口当たり)です。なお、「課税前分配金再投資換算基準価額」の値で算出しています。「課税前分配金再
投資換算基準価額」は、当ファンドの公表している基準価額に各収益分配金(課税前)をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、
三菱ＵＦＪ国際投信が公表している基準価額とは異なります。

・上記はイメージであり、はいとう日本の基準価額の変動要因を正確に説明したものではありません。
・上記は実際の株価指数先物とは異なり、擬似的に株価指数を用いて説明しています。

（％）

設定来の「はいとう日本」、好配当株式の運用実績と株価指数の推移（イメージ）

好配当株式の運用実績が株価指数
の推移を上回ったため、はいとう日本

の運用実績は概ねプラス

・2016年10月24日（設定日）以降の騰落率を表示

好配当株式の運用実績
が株価指数の推移を下
回ったため、はいとう日本

の運用実績はマイナス

はいとう日本の運用実績（右軸）

（％）
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2017年11月 「はいとう日本」および好配当株式の基準価額と株価指数の推移

（期間：2017年10月31日～2017年11月30日）

101.48

100.44

・2017年10月31日＝100として指数化

（月/日）

・株価指数：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）は当ファンドのベンチマークでも参考指数でもありません。

(出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

98.85

【2017年11月の国内株式市況】

国内企業の7-9月期決算発表を受け、電気機器や自動車の一角など好業績銘柄への投資意欲が高まった

ことや、日本株の先高観を意識した海外投資家などによる買いなどから上昇して始まりました。

その後、これまでの株価上昇に対する高値警戒感が強まるなか、米国税制改革の先行き不透明感を受けた

米国株の上値の重さなどから、先行きに対する悲観的な見方が広がって一時的に乱高下するなど、市場変動

率（ボラティリティ）の高まりが投資家のリスク回避姿勢を強めました。

水準調整が一巡したのち、国内株式市場は戻りを試す展開となりました。

【当ファンドの2017年11月の運用状況】

2017年11月30日の「はいとう日本」の基準価額は9,847円と、10月末比115円（1.15％）下落しました。

好配当株式※の基準価額は10月末比0.44％上昇しました。医薬品、ゴム製品などに属する銘柄の株価下落

がマイナスに影響したものの、情報・通信業、証券、商品先物取引業などに属する銘柄の株価上昇がプラスに

寄与しました。

しかし株価指数は10月末比1.48％上昇し好配当株式の上昇率を上回ったことにより、株価指数先物の売建

てがマイナスに影響したため、「はいとう日本」の基準価額は軟調に推移しました。

1/91/9
3/12

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。■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。
■上記は指数（配当込み）を使用しています。指数については、【本資料で使用している指数について】をご覧ください。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。
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「はいとう日本」の2017年11月の運用状況を教えてください。Q1-2

好配当株式と株価指数先物の騰落率が基準価額に与える影響（イメージ）

Ⅰ

好配当株式

＋５％

－３％

Ⅱ

株価指数先物

＋４％

－５％

Ⅰ－Ⅱ

基準価額

＋１％

＋２％

Ⅰ

好配当株式

＋１０％

－４％

Ⅱ

株価指数先物

＋１２％

－３％

Ⅰ－Ⅱ

基準価額

－２％

－１％

・上記はイメージであり、実際の基準価額の変動を保証するものではありません。また、すべてを網羅するものではありません。

－

－

－

－

＝

＝

＝

＝

※株価指数先物の「売建て」を行っているので、株価指数先物の騰落率の逆の結果が基準価額に影響します。

*好配当株式 ： ジャパン株式インカム マザーファンド
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■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。

「はいとう日本」の運用のしくみを教えてください。Q1-3

「はいとう日本」は、①好配当株式への投資、②株価指数先物の「売建て」、を行うことで、株式市場全体の値

動きの影響に左右されにくい、安定的な収益の獲得をめざしています。

「はいとう日本」への投資においては、収益の源泉は連続増配銘柄※の好配当利回り効果にあり、定性的な評

価に加えて定量的な評価も行うことで、運用者の行動バイアス（偏見・先入観）から一定の距離感を持って運用

できるところに利点があると考えています。

「はいとう日本」の運用担当者は、収益の源泉である好配当株式への投資が機能しているかを日々検証し、検

証結果と実際の運用実績が乖離していないか常に確認しています。単一の収益源泉に依存した投資戦略の場

合、運用方針をみだりに変更しないことが、運用者の行動バイアスから距離を置くことにつながり、中長期的には、

安定的な収益の獲得をめざしています。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。

※連続増配銘柄とは、主として一定期間の修正１株当たり配当金（年額。株式分割および株式併合等を考慮します｡）が増加
し､または減少しなかった銘柄とします｡なお､新規上場銘柄等で判断が困難な銘柄については、企業の配当総額等を考慮
し判断します｡

しくみ しくみの特徴 組み合わせる効果

①好配当株式

への投資

東証一部上場銘柄のうち、主として時価総額およ

び流動性の高いＴＯＰＩＸ５００採用銘柄の中から、

配当利回りに着目し、予想配当利回り、財務健全

性および配当の持続性等といった観点から総合

的な銘柄評価を行います。

①②を組み合わせることにより、例え

ば好配当株式が下落（上昇）したとし

ても、株価指数先物も下落（上昇）し

ていればそれがプラス（マイナス）要因

となりますので、株式市場全体の変動

による影響を抑制することが期待され

ます。

②株価指数先物

の「売建て」

株価指数先物が下落すれば、「はいとう日本」に

プラスの影響を与えます。逆に株価指数先物が

上昇すれば、「はいとう日本」にマイナスの影響を

与えます。
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2017年 月次の基準価額変動の要因分析（概算値、前月比）

（期間：2017年1月～2017年11月）
（円）

・上記の要因分析は、概算値であり、実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません。傾向を知るための参考値としてご覧ください。
・その他の要因は、月間の基準価額変動からマザーファンド、株式先物、分配金の要因を差し引いて計算しています。主に信託報酬、設定解約による
要因が含まれます。

(出所）マンスリーレポートのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

「はいとう日本」はどうなったら基準価額が変動するのですか?Q1-4

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。

下図は、2017年初来における、月次の基準価額変動の要因分析（概算値、前月比）を示したものです（作成

基準日が2017年1月末以降の、「はいとう日本」のマンスリーレポート2ページ目中段右にも記載されています）。

例えば、9月において、好配当株式は上昇し353円のプラス要因となったものの、株式市場全体も上昇したた

め株価指数先物の売建てが318円のマイナス要因となり、その他（信託報酬等）要因のマイナスを合算すると、

基準価額は前月比で29円上昇しました。

一方、11月において、好配当株式は上昇し37円のプラス要因となりましたが、株式市場全体はより上昇したた

め株価指数先物の売建てが146円のマイナス要因となり、その他（信託報酬等）要因のマイナスを合算すると、

基準価額は前月比で115円下落しました。

このように、好配当株式の騰落率が株価指数先物の騰落率を上回るか否かが、「はいとう日本」の基準価額

変動の重要な要因となります。

2017年を通してみると、国内株式市場は業績改善期待の強い銘柄がけん引役となり上昇したものの、「はいと

う日本」が投資している好配当株式の騰落率が株価指数先物の騰落率を下回ったため、「はいとう日本」の基

準価額は軟調に推移したといえます。

-9

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。

分配金
-10

*好配当株式 ： ジャパン株式インカム マザーファンド
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■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、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。 ■上記は作成時点における市場環境もしくは運用方針等について記載したものであり、将来の市場環境の変動等により当該運用
方針が変更される場合があります。■上記は指数（配当込み）を使用しています。指数については、【本資料で使用している指数について】をご覧ください。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。

Q2 「はいとう日本」の今後の見通しについて

※日本版スチュワードシップ・コード：機関投資家が資産運用受託者としての責任を果たすために求められる行動原則です。
投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客や受益者の中長期的な収益の拡大を図ることを
目的としています。英国の事例を参考に、金融庁が2014年に策定しました。

2017年9月調査の日銀短観によると、大企業製造業・非製造業ともに高水準の業況判断となり、米ドルを中

心に為替水準が横ばい圏で推移するなかで、大企業製造業の売上高経常利益率が一段と上向くなど国内企

業の利益体質は改善しているといえます。

こうしたなか、次に日本企業が取り組むのは、資本効率を改善することとみています。日本版スチュワードシッ

プ・コード※を背景に、効率的な経営体制を求める投資家と企業との対話が進むことで、資本効率改善に向けた

企業の取り組みが促され、株主還元が再強化されると考えています。

2017年初来では好配当株式が株価指数に対し劣後する展開でしたが、利益体質が改善した国内企業の評

価軸として、今後は増配などの株主還元政策が投資家に選好されるものと想定しており、今後、相対的な配当

利回りの高さなどの割安感が注目される可能性はあるものとみています。

中長期的には、好配当銘柄からの配当等による安定的な収益の積上げをめざす「はいとう日本」の運用手法

は有効な投資手法であると考えています。

（ご参考）好配当株式と国内株式市場の主な分類別年間騰落率

（期間：2007年～2017年（2017年は11月30日まで））

・上記は国内株式市場に上場する銘柄を分類した指数のうち、主なものを目安として示したものであり、当ファンドの基準価額の変動を説明するものではあり

ません。また、すべてを網羅するものではありません。

・株価指数：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
・割安株：RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックス（配当込み）
・成長株： RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックス（配当込み）

・中小型株：RUSSELL/NOMURA Mid-small Capインデックス（配当込み）
・上記指数はいずれも当ファンドのベンチマークでも参考指数でもありません。

(出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

好配当株式 好配当株式 好配当株式 好配当株式 好配当株式 株価指数 株価指数 中小型株 好配当株式 好配当株式 中小型株

-5.5% -37.5% 13.8% 4.3% -4.9% 20.9% 54.4% 14.8% 20.1% 9.1% 22.7%

割安株 中小型株 割安株 中小型株 中小型株 割安株 中小型株 成長株 中小型株 中小型株 成長株

-10.2% -37.7% 11.3% 1.9% -12.8% 18.4% 53.3% 10.4% 15.1% 1.1% 22.4%

株価指数 株価指数 中小型株 株価指数 株価指数 成長株 成長株 株価指数 株価指数 株価指数 株価指数

-11.1% -40.6% 10.0% 1.0% -17.0% 17.0% 52.2% 10.3% 12.1% 0.3% 20.3%

中小型株 割安株 株価指数 割安株 成長株 中小型株 割安株 好配当株式 割安株 割安株 好配当株式

-11.6% -41.5% 7.6% -0.5% -17.6% 16.3% 51.2% 10.2% 10.1% -1.4% 16.4%

成長株 成長株 成長株 成長株 割安株 好配当株式 好配当株式 割安株 成長株 成長株 割安株

-11.8% -45.5% 1.3% -1.3% -23.7% 15.7% 44.5% 4.5% 9.1% -3.4% 11.8%

*好配当株式 ： ジャパン株式インカム マザーファンド
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株価下落局面では、配当利回り
の高さが注目され下値抵抗力が
相対的に高くなることが期待され
ます。

継続して利益を創出し、毎年配当
を行う力があります。特に増配する
ような企業は成長力が高いと考えら
れ、株価上昇局面では注目が集ま
ることが考えられます。

連続増配銘柄※2相対的に高い配当利回り※11 2

『好配当株式』とは・・・

※1 当ファンドでは、ポートフォリオの予想配当利回りがＴＯＰＩＸ５００を上回るポートフォリオの構築をめざしています。
※2 連続増配銘柄とは、主として一定期間の修正１株当たり配当金（年額。株式分割および株式併合等を考慮します｡）が増加し､または減少しなかった

銘柄とします｡なお､新規上場銘柄等で判断が困難な銘柄については、企業の配当総額等を考慮し判断します｡

株価指数先物を売建て、
株式市場全体の値動きを抑えます。

予想配当利回り等の定量評価＋業績動向等の定性評価
予想配当利回り、財務状況および配当の持続性等といった
ファンダメンタルズ等の観点から総合的な銘柄評価を行い、
ポートフォリオの予想配当利回りがＴＯＰＩＸ５００を上回るポート
フォリオの構築をめざします。

ポートフォリオ構築

投資対象：主としてＴＯＰＩＸ５００指数採用銘柄
ＴＯＰＩＸ５００とは、東京証券取引所第一部上場銘柄（内国普通株式）の中から、時価総額および流
動性の高い500銘柄で構成される株価指数であり、東京証券取引所第一部上場銘柄の時価総額の
90％程度をカバーしています。

財務スクリーニング：財務健全性が低い銘柄の除外

連続増配銘柄スクリーニング：組入候補銘柄の選定

銘柄スクリーニング

ポートフォリオ構築（マザーファンド）

・ファンドでは、上記のスクリーニングにより選定された組入候補銘柄を好配当株式ということがあります｡

・上記は銘柄選定の視点を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。また、実際にファンドで投資する銘柄の将来の運用成果等を示唆・
保証するものではありません。上記プロセスは、今後変更されることがあります。

（ご参考） 「はいとう日本」の運用プロセス

（ご参考）「はいとう日本」の投資対象

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。

「はいとう日本」は好配当株式を主要投資対象とします。好配当株式とは、主として、ＴＯＰＩＸ５００指数採用
銘柄の中から、財務健全性や連続増配などの観点から絞り込まれた銘柄です。好配当株式には主に2つの
特徴があります。
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（ご参考）株価指数先物の「売建て」について

先物取引とは、将来のあらかじめ定められた期日に、特定の商品（原資産）を、現時点で取り決めた価格
（先物価格）で売買する事を約束する取引で、値動きのある資産の不確実な値動きに備えるための手段の
一つとして、広く活用されています。株価指数先物の「売建て」とは、将来時点の株価指数について、現時
点の先物価格で「売る」取引のことです。
例えば、原資産を保有していた場合、株価指数先物の「売建て」を行っておけば仮に将来、資産の価格が
下落した場合でも、値下がりした時点で株価指数先物を買戻すことによって、損失を回避することが期待さ
れます。

・上記は株価指数先物のイメージを簡易的に表すための図であり、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。
・株価指数先物は、買う約束をすることも可能です。また、期日まで待たずに反対売買を行うことにより、損益を確定することもできます。

株価指数先物を売建てた場合、株価指数先物の価格が上昇すればファンドにとってマイナス、下落すれば
ファンドにとってプラスの影響が期待されます。

●月▲日
（取引最終日）

12,000円

10,000円

8,000円

－ 2,000円

＋ 2,000円

現時点

取引①＜現時点＞
株価指数先物を

10,000円で売建て

取引②＜●月▲日＞
10,000円で売建てした
株価指数先物を買戻し

8,000円で買戻した場合、
2,000円の利益となります。

12,000円で買戻した場合、
2,000円の損失となります。

※後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。
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株式市場が上昇する場合

株式市場全体の投資成果

好配当株式の投資成果

収益

損失

Ａ ： 株式市場を上回る場合 ⇒ 収益

Ｂ ： 株式市場を下回る場合 ⇒ 損失

Ｃ ： 株式市場を下回る場合 ⇒ 損失

株式市場、好配当株式ともに上昇しても、好配当株式の
投資成果が株式市場を下回る場合は損失となります。

株式市場全体の投資成果

好配当株式の投資成果

収益

損失

Ａ ： 株式市場を上回る場合 ⇒ 収益

Ｂ ： 株式市場を上回る場合 ⇒ 収益

Ｃ ： 株式市場を下回る場合 ⇒ 損失

株式市場、好配当株式ともに下落しても、好配当株式の
投資成果が株式市場を上回る場合は収益となります。

株式市場が下落する場合

好配当株式へ投資を行いつつ、株価指数先物を売建てる運用においては、好配当株式の投資成果が、

株式市場全体の値動きを上回る場合には、収益となります。

一方、好配当株式の投資成果が、株式市場全体の値動きを下回る場合には、損失となります。

（ご参考）株価指数先物の「売建て」を活用して株価変動を抑える
運用における損益発生のイメージ

※ 好配当株式の投資成果から株式市場の投資成果を差し引いたものが上記の運用における損益となります。
※ 上記は当ファンドの運用手法における損益発生のイメージを簡易的に表すための図であり、実際の結果とは異なります。また、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「本資料のご利用にあたっての注意事項等」を必ずご覧ください。
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ファンドの目的・特色

■ファンドの目的
わが国の株式に実質的に投資を行うと同時に株価指数先物の売建てを行うことで、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざします。（絶対収益の
追求）

■ファンドの特色
特色１ 株価変動を抑えて、配当等による安定的な収益の積上げをめざします。

特色２ わが国の株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせて運用を行います。
・わが国の株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで株式市場全体の騰落の影響を低減しながら、収益の獲得をめざします。ただし、
完全に株式市場の価格変動リスクを排除できるわけではありません。

・ジャパン株式インカム マザーファンドへの投資を通じてわが国の株式へ投資を行います。マザーファンドへの投資にあたっては、株価指数先物取引にかかる証
拠金の水準等を考慮し組入比率を調整します。

特色３ 株式の投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を選定します。
・主として連続増配銘柄に投資します。その際には、予想配当利回り、財務状況および配当の持続性等といったファンダメンタルズ等の観点から総合的な銘柄
評価を行い、ポートフォリオの予想配当利回りがＴＯＰＩＸ５００を上回るポートフォリオの構築をめざします。

特色４ 年2回の決算時（2・8月の各15日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
・分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
・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、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。

■ファンドの仕組み
・運用は主にジャパン株式インカム マザーファンドへの投資を通じて、わが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うと同時にベビーファンド
において株価指数先物の売建てを行います。

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

■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本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、投資元本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。

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。

■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。

10/12

上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。

株式の価格は、株式市場全体の動向のほか、発行企業の業績や業績に対する市場の見通しなどの影響を受けて変動します。
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。

株式の
「買付け」と

株価指数先物の
「売建て」を

組み合わせること
によるリスク

ファンドは株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで株式市場全体の騰落の影響を低減しながら、収
益の獲得をめざします。ただし、完全に株式市場の価格変動リスクを排除できるわけではありません。また、個別銘柄への投資に
あたっては、配当利回り等に着目して銘柄を選定するため、株式市場の価格変動リスクに加え、当該銘柄固有のリスク等の影響
をより大きく受けます。このため「買付け」をした株式の投資成果が株式市場全体の騰落を下回る場合等には、基準価額の下落
要因となります。

信用リスク

流動性
リスク

株式の発行企業の経営、財務状況が悪化したり、市場においてその懸念が高まった場合には、株式の価格が下落すること、配
当金が減額あるいは支払いが停止されること、倒産等によりその価値がなくなること等があります。

価格変動
リスク

有価証券等を売買しようとする際に、その有価証券等の取引量が十分でない場合や規制等により取引が制限されている場合に
は、売買が成立しなかったり、十分な数量の売買が出来なかったり、ファンドの売買自体によって市場価格が動き、結果として不
利な価格での取引となる場合があります。

株価指数先物に
関するリスク

株価指数先物は株価変動等の影響を受けて価格が変動するため、ファンドはその影響を受けます。なお、需給や当該株価指
数に対する期待等により、理論上期待される水準とは大きく異なる価格となる場合があります。また、株価指数先物を売建てて
いる場合に、株価指数先物価格の上昇により損失が発生すると、基準価額の下落要因となります。
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手続・手数料等

本資料のご利用にあたっての注意事項等

●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。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）の内
容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本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。●本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・完全性等を保証するものではありません。●本資料中のグラフ・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。●投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関
でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。●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。

●委託会社（ファンドの運用の指図等）

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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

＜ホームページアドレス＞ https://www.am.mufg.jp/

＜お客さま専用フリーダイヤル＞ 0120－151034

（受付時間 営業日の9：00～17：00）

●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

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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■お申込みメモ

購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。

購入価額
購入申込受付日の基準価額
※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。

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 換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

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付けたものを当日の申込分とします。

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
の中止及び取消し

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、およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、
購入の申込みの受付を中止することがあります。

信託期間 2026年8月14日まで（2016年10月24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等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。

決算日 毎年2・8月の15日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
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。

課税関係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時
の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）の適用対
象です。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。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。

■ファンドの費用

お客さまが直接的に負担する費用

購入時手数料
購入価額に対して、上限1.08％（税抜 1.00％）（販売会社が定めます）
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）

信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.25％をかけた額

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

日々の純資産総額に対して、年率0.9072％（税抜 年率0.8400％）をかけた額

その他の費用・
手数料

監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海
外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額・その他信託事務の処理に
かかる諸費用等についてもファンドが負担します。

※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。
※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが
負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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【本資料で使用している指数について】

■株価指数：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） … 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄
を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。同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。

■割安株：RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックス … RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックスとは、
RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスは、わが
国 の 全 金 融 商 品 取 引 所 全 上 場 銘 柄 の 全 時 価 総 額 （ 時 価 総 額 は 全 て 安 定 持 株 控 除 後 ） の 98 ％ 超 を カバ ー す る
RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額上位約85％の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA
Large Capインデックスのうち低修正PBR銘柄により構成されるインデックスがRUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックスで
す。

■成長株：RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックス … RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックスとは、
RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Large Capインデックスは、わが
国 の 全 金 融 商 品 取 引 所 全 上 場 銘 柄 の 全 時 価 総 額 （ 時 価 総 額 は 全 て 安 定持 株 控 除 後 ） の 98 ％ 超 をカバ ーす る
RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額上位約85％の銘柄により構成されています。RUSSELL/NOMURA
Large Capインデックスのうち高修正PBR銘柄により構成されるインデックスがRUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックス
です。

■ 中 小型 株： RUSSELL/NOMURA Mid-small Cap イ ン デッ ク ス … RUSSELL/NOMURA Mid-small Cap イ ン デ ック ス とは 、
RUSSELL/NOMURA 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。RUSSELL/NOMURA Mid-small Capインデックスは、
わが国の全金融商品取引所全上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーする
RUSSELL/NOMURA Total Marketインデックスのうち、時価総額下位約50％の銘柄により構成されています。

RUSSELL/NOMURAの指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券およびラッセルインベストメントに帰属しています。また、こ
の両社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではありません。

商号

（＊は取次販売会社）

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

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

篠山証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第16号 ○

八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 ○ ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ○

ふくおか証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長（金商）第5号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

株式会社岩手銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第3号 ○

株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号 ○

株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第611号 ○

登録番号等

販売会社情報一覧表

ファンド名称：日本配当追求株ファンド（価格変動抑制型）


