
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型）
【愛称：欧州ロード】

決算のお知らせ ファンド情報提供資料
データ基準日：2015年12月7日

1/9

平素より、「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型）【愛称：欧州ロード】」をご愛顧

賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは12月7日に第７期（2015年9月8日～2015年12月7日）の決算を迎え、当期の欧州リート・不動産

関連株式市場が堅調に推移し基準価額が上昇したことから、市場環境や分配原資の状況も含め総合的に勘

案したうえで、当期の分配金を350円（１万口当たり、税引前）といたしましたことをご報告いたします。

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。

Fund Report ／ファンドレポート

■ 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。

追加型投信／海外／資産複合
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ファンドの運用状況 ～設定来のパフォーマンス・分配金推移～

・ 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。

【分配金（税引前）の推移（第1期～第7期）】

【基準価額と純資産の推移】
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・基準価額、基準価額（分配金再投資）は設定日を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。

（期間：2014年3月25日～2015年12月7日）

第1期～第2期合計 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期

2014年6月
　～2014年9月

2014年12月 2015年3月 2015年6月 2015年9月 2015年12月

920円 1,280円 330円 90円 0円 350円 2,970円

設定来
合計



第7期（2015年9月8日～2015年12月7日）の運用状況について
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■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。 ■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。
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（出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型） 【愛称：欧州ロード】

欧州のリート・不動産関連株式指数の推移

当期の欧州リート・不動産関連株式は、堅調に推移しました。9月は中国経済の減速感が嫌気された一方で、

ＥＣＢ（欧州中央銀行）のさらなる量的緩和への期待感から一進一退の動きとなりました。10月に入ると、ユーロ

圏の長期金利が低下したことなどから大きく上昇しました。11月には欧州の景気回復に減速感が見られ下落し

たのち、ＥＣＢによる追加緩和期待を背景に反発する局面がありました。12月3日にはＥＣＢが追加緩和策を発

表したものの、一部で予想されていた緩和拡大期待に届かなかったことから下落しました。

また、為替市場では、雇用環境の回復が続くなかで英ポンド（対円）は上昇し、量的緩和を背景にユーロ（対円）

は概ね横ばいの動きとなりました。

当ファンドにおいては、引き続き経済・不動産のファンダメンタルズが良好な英国の組入比率を高めとしました。

また、量的緩和の継続による恩恵や賃料上昇が期待できるスペインへの投資比率を引き上げました。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。

（ＡＭＰキャピタル社のコメントより三菱ＵＦＪ国際投信作成）

為替レートの推移（英ポンド・ユーロ/円）

今後の見通し、運用方針について

欧州リート・不動産関連株式を取り巻く環境は、マクロ面とミクロ面双方において良好に推移していくとみています。

マクロ面ではＥＣＢによる追加緩和が回復基調にあるユーロ圏の経済状況を下支えし、低金利での借り換えや資

金調達が可能になることで、経営効率が強化され、キャッシュフローと配当金の向上が期待できると考えられま

す。ミクロ面では株主価値の向上が期待できるＭ＆Ａの機会がドイツの住宅銘柄にあるとみているほか、英国で

は雇用環境の改善を背景に、今後も賃料成長が期待できる、特にロンドンに特化したオフィス銘柄を選好してい

ます。当ファンドの運用に関しては、堅調なファンダメンタルズを有し、景気回復の恩恵を受け、安定的で力強い

配当成長が期待できるセクターや銘柄を選択することで、中長期的なリターンの確保をめざして運用を行ってい

く方針です。

（ＡＭＰキャピタル社のコメントより三菱ＵＦＪ国際投信作成）

（期間：2015年1月2日～2015年12月7日）

・2015年1月2日＝100として指数化
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■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。
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型） 【愛称：欧州ロード】

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。

クロスレール計画

好調な英国不動産市場

英国はロンドン中心部の不動産賃料・価格が持続

的に上昇基調にあることや、小売売上高の成長

などがリート市場にとって追い風となっています。

為替についても、2014年9月のＥＣＢによる量的

金融緩和導入後の期間で見ると、ユーロが対円

で下落したのに対し、英ポンドは対円で好調な経

済を背景に堅調に推移しています。

また、現在ロンドンでは、「クロスレール計画」と呼

ばれる大規模な鉄道建設計画が進められていま

す。クロスレールにより、ロンドン中心部へ45分圏

内でアクセスできる人口は150万人増加すると想

定されており、周辺のオフィス需要や住宅需要が

さらに増加することが期待されます。

（ＡＭＰキャピタル社のコメントより三菱ＵＦＪ国際投信作成）

レディング
ヒースロー

シェンフィールド

40ヵ所の駅があり、
うち10ヵ所は新駅となる予定

ロンドン西部（レディング、ヒース
ロー）から東部（シェンフィールド、
アビーウッド）にまたがる100km
規模のルート

第一次サービス開始は2018年後半を予定
年間約２億人の利用者を想定

（出所）クロスレール社の資料より三菱ＵＦＪ国際投信作成

スペインのオフィス・セクター

スペイン経済は、世界金融危機以降、欧州債務

危機や緊縮財政などにより景気回復が長年見ら

れませんでした。しかし2012年の労働市場改革

法の導入やＥＣＢによる量的緩和の開始を受けて

足下では回復基調となっています。

個人消費も増加に転じ始めており、また、雇用者

数は7四半期連続で増加するなど、雇用環境の

改善が進んでいます。

このような環境下でスペインの中でも特にマドリー

ドとバルセロナにおける不動産需要が高まってい

ることから、特に両都市を中心にオフィス資産を

有している銘柄は今後低金利環境下における

不動産需要の高まりを背景に恩恵を享受できると

考えられます。

（ＡＭＰキャピタル社のコメントより三菱ＵＦＪ国際投信作成）

スペインの雇用者数の推移

欧州主要都市のオフィス賃料成長率（予想）

（右上図出所）ブルームバーグ社のデータより三菱ＵＦＪ国際投信作成

（右下図出所）Cushman & Wakefield社の資料より三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2010年6月～2015年9月、四半期ベース）
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量的金融緩和を導入した国ではリート市況が上昇傾向に
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■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。 ■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。
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三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型） 【愛称：欧州ロード】

ユーロ圏景気の先行きの鍵を握る設備や住宅投資、特に不動産関連投資は今後加速することが期待されます。

下図では、各国の量的金融緩和とリート指数の推移を示していますが、2008年9月のリーマン・ショック以降、

ＥＣＢに先んじて量的金融緩和策を導入してきた米国、英国そして日本では、量的金融緩和策を通じ、リート市

況が回復していることがわかります。一般に、中央銀行が国債等の金融資産購入を加速させると、世の中に流

通するお金の量が金融機関による貸出を通じ増加し、お金の値段である金利が下がる傾向にあります。それに

よって、土地などの不動産に代表される実物資産の「価格」には上昇圧力がかかります。ＥＣＢは昨年9月以降、

事実上の量的金融緩和を導入するも、代表的なドイツの長期金利は米国や英国のそれに比べさほど低下して

おらず、量的金融緩和策が十分効果を発揮していないともいえ、市場に追加金融緩和を期待させる要因にも

なっています。こうしたなか、12月3日にＥＣＢは追加金融緩和策を発表しました。一部で予想されていた緩和拡

大期待には届かなかったものの、日米英における経験もあり、ユーロ圏不動産市場が今後活況を呈する条件は

揃っているとみています。

※後記の「当資料のご利用にあたっての注意事項等」の内容を必ずご確認ください。

日本の量的金融緩和とリート指数の推移 米国の量的金融緩和とリート指数の推移

英国の量的金融緩和とリート指数の推移 ユーロ圏の量的金融緩和とリート指数の推移

・リート指数は現地通貨ベースで表示しています。
・各国リート指数の直近値は、2015年10月です。ユーロ圏の量的金融緩和導入はカバード・ボンドを買入開始した2014年9月としています。同中銀に
よる国債等の買取開始は2015年3月です。日本では2014年10月に量的・質的金融緩和、米国では2008年11月のQE1以降、QE2（2010年11月）、
オペレーションツイスト（2011年9月）、QE3（2012年9月）といった追加金融緩和策を実施しています。
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■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。
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。

■ファンドの目的
欧州の不動産投資信託証券（リート）および不動産関連株式等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。
■ファンドの特色
・欧州の不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）および不動産関連株
式等を主要投資対象とします。
・運用は主にＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式マザーファンドへの投資を通じて、欧州の不動産投資信託証券および不動産関連株式等へ実
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。
・不動産投資信託証券および不動産関連株式等への投資にあたっては、人口動態分析、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチと、個
別銘柄の割安度や保有資産・業績の分析および資本構造や経営の質等の分析によるボトムアップ・アプローチを併用し、銘柄選定を行いま
す。
・ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
・実質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。
※決算頻度および分配方針の異なる『年１回決算型』があります。

＜主な投資制限＞
・株式への実質投資割合に制限を設けません。
・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

＜分配方針＞
・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、決算日の基準価額水準（分配前）が当初元本額10,000円（1万口当たり）を超えている場合には、当該超過分を、分配対象額（経
費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額）の範囲内で分配することをめざします。（資金動向や市況動向等に
より、上記の方針通りに分配できない場合があります。）
・分配対象収益が少額の場合は、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。

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型） 【愛称：欧州ロード】

ファンドの目的・特色

投資リスク

市場リスク

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。また、不動
産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、一般的に取引量も少ないため、流動性リスクも高い傾向にあります。

（価格変動リスク）
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動し、また、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不動産投資信託証券や組入株式の価格の
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。

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。

信用リスク

流動性リスク

《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国際投信株式会社

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。

加入協会 一般社団法人投資信託協会

設定・運用 …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

一般社団法人日本投資顧問業協会
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■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。
・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。そのため、当該銘柄の影響を大きく受ける場合があります。

■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、運用委託先で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においても運用委託先の投資リスクに対する管理体制や管
理状況等をモニタリングしています。

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型） 【愛称：欧州ロード】

手続・手数料等

■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
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
※ファンドの基準価額は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。

購入代金 販売会社の定める期日までに販売会社指定の方法でお支払いください。

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 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

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け付けた購入・換金のお申込みを当日のお申込み分とします。

申込不可日

ロンドン証券取引所の休業日、ロンドンの銀行の休業日、フランクフルト証券取引所の休業日、フランクフルトの銀
行の休業日、シドニーの銀行の休業日は、購入・換金のお申込みができません。2015年の該当日は1月26日、4月
3日、4月6日、5月1日、5月14日、5月25日、6月4日、6月8日、8月3日、8月31日、10月5日、12月24日、12月25日、12
月28日です。なお、休業日は変更される場合があります。

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
の中止および取消し

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け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すことがあり
ます。

信託期間 2019年9月6日まで（2014年3月25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、または各ファンドの受益権の口数を合計した口数が30億口を下
回ることとなった場合等には、信託期間を繰り上げて償還となる場合があります。

決算日 毎年3・6・9・12月の各7日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年4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、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

投資リスク

6/8



三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型） 【愛称：欧州ロード】

当資料のご利用にあたっての注意事項等

手続・手数料等

《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。》

■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。／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）等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
■当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするために三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。／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。／当資料
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。
■市況動向および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。

■ファンドの費用・税金

・ファンドの費用

【お客さまには以下の費用をご負担いただきます。】

お客さまが直接的に負担する費用

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。詳しくは販売会社にご確認ください。

信託財産留保額 ありません。

お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

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（リート）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。

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。

個人受益者については、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の価額から取得費を控除した利益に対して課税されます。なお、法人の

課税は異なります。また、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。

詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

換金時

※購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）およびその他の費用・手数料（国内において発生するものに限ります。）には消費税等相当

額が含まれます。

※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。

・税金

※運用管理費用（信託報酬）、監査費用は毎日計上され、毎決算時または償還時に信託財産から支払われます。その他の費用・手数料

（監査費用を除きます。）は、その都度信託財産から支払われます。

＜オフィシャルサイト＞ http://www.am.mufg.jp/＜お客様専用フリーダイヤル＞ 0120-151034
受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
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ファンド名称：三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド（３ヵ月決算型）

 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
 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

 商号  登録番号等  加入協会

 髙木証券株式会社
 金融商品取引業者  日本証券業協会
 近畿財務局長（金商）第20号  

 

販売会社情報一覧表

【当資料で使用している指数について】

■欧州リート・不動産関連株式： FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index・・・FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Indexは、欧州の
リート・不動産関連株式の値動きを表す指数です。

■欧州リート： FTSE EPRA/NAREIT Europe REITs Index・・・FTSE EPRA/NAREIT Europe REITs Indexとは、欧州のリートの値動きを表す指数で
す。

■英国リート： FTSE EPRA/NAREIT UK REITs Index・・・FTSE EPRA/NAREIT UK REITs Indexは、英国のリートの値動きを表す指数です。

FTSE®は、London Stock Exchange Groupの会社が所有する商標であり、NAREIT®はNational Association of Real Estate Investment 

Trusts(以下「NAREIT」)が所有する商標であり、そしてEPRA®はEuropean Public Real Estate Association (以下「EPRA」）が所有する商標であり、

ライセンス契約に基づき、FTSE International Limited（以下「FTSE」）が使用します。

FTSE EPRA/NAREIT Developed IndexとFTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Indexは、FTSEが算出を行います。FTSE、Euronext N.V.、

NAREIT、もしくはEPRAは、本商品のスポンサー、保証、販売促進を行っておらず、さらにいかなる形においても本商品に関わっておらず、一切の

責務を負うものではありません。インデックスの価格および構成リストにおける全ての知的所有権はFTSE,Euronext N.V.、NAREIT、そしてEPRAに

帰属します。

■米国リート：FTSE NAREIT All Equity REITS Index・・・FTSE NAREIT All Equity REITS Indexは、米国リートの値動きを表す指数です。

FTSE®は、London Stock Exchange Groupの会社が所有する商標であり、ライセンス契約に基づき、FTSE International Limited（以下「FTSE」）

が使用します。NAREIT®はNational Association of Real Estate Investment Trusts (以下「NAREIT」)が所有する商標です。 FTSE NAREIT All 

Equity REITS Indexは、FTSEが算出を行います。FTSEとNAREITのいずれも本商品のスポンサー、保証、販売促進を行っておらず、さらにいかな

る形においても本商品に関わっておらず、一切の責務を負うものではありません。

インデックスの価格および構成リストにおける全ての知的所有権はFTSEとNAREITに帰属します。

■日本リート：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。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。
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