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販売用資料 
2018年5月 

※当資料は次世代米国代表株ファンドの情報提供のため
に概略を記載したものです。このため、ファンドの商品
性、お申込みメモなどについては投資信託説明書(交付目
論見書)をご確認いただく必要があります。 

 
    
  

運用チームからみなさまへ 

ファンドマネージャー 
安井 陽一郎 

■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、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、為替・税金・手数料等を考慮しておりません。■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。 
■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。※最終面の「当資料で使用した指数について」「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。 

市場動向(3/29～5/14) 

 

 

  

    

 
 

3月以降（3月29日～5月14日）の米国株式
市場は、前月末比小幅上昇となりました。
2018年1-3月期における米国の好調な企業
業績および米中貿易摩擦激化や米朝緊迫化の
懸念が後退したことが好感されましました。
一方、原油価格が反発基調となる中、インフ
レ懸念台頭に伴なう利上げ加速観測等があり、 

 
 

 
 

 

4月の基準価額は、4.11％の上昇となり、参考指数を上
回る運用成果(NYダウ円換算ベース、3.86%の上昇)と
なりました。「IBM」のアンダーウェイトや「プロク
ター・アンド・ギャンブル・カンパニー」の非保有等が
プラス要因となりました。 

 
 

 

 

  

金融業種において、格付会社大手の「S&Pグローバル」
の売却を行い、損害保険大手の「トラベラーズ」の組み
入れを行いました。同社の金融業種の中での相対的に安
定した収益動向を評価しました。 

今月の運用状況(3/30～4/27) 

 

図1 市場動向関連指標 企業のファンダメンタルズは良好なものの、利上げ加速への
懸念を受け上値の重い展開に 

 
 

出所：Datastreamを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：2018年3月29日～2018年5月14日(日次)  

運用成果とその要因  
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全体としては好悪両材料を織り込む相場展開となりました。なお、
同期間の為替は、地政学リスクの後退等を背景に、円安米ドル高
が進行しました。 

図2 メジャー・リーダーとNYダウ月間騰落率 

過去1年間でメジャー・リーダーが参考指数である
NYダウを上回った回数は8回となりました。 

期間：2017年5月～2018年4月 (月次) 

  

出所：Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：2018年1月2日～2018年5月14日(日次)  

①NYダウと米ドル円の推移 

②原油先物価格(WTI)の推移 
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図3 S&P500種構成企業の自社株買い 

基準価額の推移 (2013/5/28~2018/5/14)  

・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。 
・信託報酬率については、後記の「ファンドの費用・税金」に記載しています。 
・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。 
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■運用方針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、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。■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。 
■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。※最終面の「当資料で使用した指数について」「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。 

 

運用方針   

足元、米国株式市場はレンジ内での推移となっていますが、
米国の景気と企業業績は堅調に推移しており、下値は限定
的であり、早晩上昇に転じるものと予想します。また株価下
落の一因となった利上げペースの速まりと長期金利上昇への
懸念についても、物価上昇率の水準自体はようやく目標水準
に達しつつある段階であり、緩やかなペースでの利上げが続
くとの見通しに変更はありません。また米国の保護主義政策
は標的は主に中国であり、対象製品も限定される見込みであ
るため世界的な貿易急減につながる公算は低いとみられます。
需給面でも、株価下落局面では企業による自社株買いの活
発化も予想されます。2月以降の株式市場の下落により、株
価水準面での割高感も薄れつつあり、今後は上昇基調への回
帰が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

過去の運用と今後の運用について  
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コラム 2018年1-3月期(Q1)における米国企業決算読み解き 

メジャー・リーダー組入れ30銘柄のうち、直近の1株あ
たり利益(EPS)が予想EPSを上回った割合を算出すると、
その上位5銘柄のうち、4銘柄が当ファンド独自の銘柄と
なりました。 

 

 
    ①メジャー・リーダー組入れ銘柄  
直近EPSが予想EPSを上回った割合上位5銘柄 

2018年Q1における当ファンド独自の銘柄は当ファンド非
保有のNYダウ構成銘柄を上回るEPS成長率となりました。
また、2018年通期、長期いずれにおいても同様な予想がさ
れています。 

②メジャー・リーダーおよびNYダウEPS成長率 

2018年1-3月期でS&P500種構成企業は2007年
以来の高水準となる約1,600億米ドル以上の自社
株買いを行いました。こうした積極的な自社株買
いは米国株価を下支えすると考えられます。 

予想 

ポイント ポイント 

①②について 
出所：Datastream、I/B/E/Sを基に三菱UFJ国際投信作成 
基準日：2018年5月14日 
※セクターはGICS(世界産業分類基準)で分類しています。 
※いずれのEPS成長率も各構成銘柄を単純平均した値を使用しています。 
※メジャー・リーダー組入れ銘柄およびNYダウ構成銘柄はいずれも2018年4月末時点でのデータに基づきます。 
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出所：Bloombergを基に三菱UFJ国際投信作成 
期間：2012年Q1～2018年Q1 (四半期)  

 
 

    
  

  
 

 
  

 

メジャー・リーダー 
ポートフォリオイメージ図 
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ファンドの費用・税金 

※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。 
 
＜課税関係＞課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、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。 

お客さまが直接的に負担する費用 
購入価額に対して、上限3.24％(税抜 ３％)(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。) 

ありません。 

購入時手数料 

信託財産留保額 

運用管理費用 
(信託報酬) 

その他の費用 
・手数料 

以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。・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・その他信託事務の処理にかかる諸
費用 等※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。 

日々の純資産総額に対して、年率1.566％(税抜 年率1.45％)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 

委託会社   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 
受託会社  三菱UFJ信託銀行株式会社 
  

販売会社 販売会社の照会先は以下の通りです。 
 三菱UFJ国際投信株式会社 
   TEL：0120-151034(フリーダイヤル)                                
 受付時間／営業日の9：00～17：00 
   ホームページアドレス：https://www.am.mufg.jp/ 

委託会社およびファンドの関係法人 

【ファンドの目的】 
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得をめざします。  
 

【ファンドの特色】 
・米国の株式が実質的な主要投資対象です。  
 ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびＮＡＳＤＡＱに登録されている企業の株式を投資対象とします。 
・原則として、為替ヘッジを行いません。  
 為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。 
・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。 
 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行います。 
 今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資を行います。 
 ※ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)は、ファンドのベンチマークではありません。 
・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。 
 原則として、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、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。 
ファンドの仕組み 運用は主に次世代米国代表株マザーファンドへの投資を通じて、米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。 

ファンドの目的・特色 

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。 
 

●価格変動リスク 
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け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。 
●為替変動リスク 
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。 
 

●信用リスク 
組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該
組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。 
 

●流動性リスク 
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不
可能となる場合、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。  
 

■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。 
 

■リスクの管理体制 
・ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を
行っています。また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。 
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金
時 

保
有
期
間
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※最終面の「当資料で使用した指数について」「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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販売会社 (お申込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。) 

＜当資料で使用した指数について＞ 
・ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ＮＹダウ)とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国を代表する優良30銘柄で構成されています。 
・WTI（Ｗｅｓｔ Texas Intermediate）原油とは、米国テキサス州産の低硫黄、軽質原油を意味します。ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で、原油先物取引の対象   
 として上場されており、その取引価格は原油価格の国際的指標になっています。 
・S&P５００株価指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している株価指数で、米国の代表的な株価指数の1つです。市場規模、流動性、業種等を勘案して選ばれた 
 ニューヨーク証券取引所等に上場および登録されている500銘柄を時価総額で加重平均し指数化したものです。 
・Global Industry Classification Standard (“GICS”)は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor’s）が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰 
 属します。 
＜当資料のご利用にあたっての注意事項等＞ 
■当資料は三菱ＵＦＪ国際投信が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。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・完全性等を保証する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。 
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商号
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

株式会社　愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○

株式会社　あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第8号 ○ ○

株式会社　青森銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第1号 ○

株式会社　阿波銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第1号 ○

株式会社　イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社　池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○

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 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○

カブドットコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

株式会社　紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社　京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号 ○

ごうぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第43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 ○

株式会社　山陰合同銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第1号 ○

株式会社  四国銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第3号 ○

株式会社　静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社　商工組合中央金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第271号 ○ ○

スルガ銀行株式会社 登録金融機関 東海財務局長（登金）第8号 ○

株式会社　仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第16号 ○

株式会社　大光銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号 ○

株式会社　第三銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第16号 ○

株式会社　大正銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第19号 ○

大万証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第14号 ○

髙木証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第20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　中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号 ○

株式会社　中国銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第2号 ○ ○

株式会社　東京都民銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第37号 ○ ○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○

株式会社　鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○

株式会社　南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社　八十二銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第49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 ○ ○

株式会社　東日本銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第52号 ○

株式会社　広島銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

フィデリティ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第152号 ○

株式会社　福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第2号 ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第33号 ○ ○

株式会社　宮崎銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号 ○

株式会社　八千代銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号 ○

株式会社　山形銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第12号 ○

株式会社　山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第41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　琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第2号 ○

登録番号等
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