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【本資料に関してご留意いただきた1

未来イノベーション成長株ファンド ※本資料はファンドの商品性をご理解いただくために概略を記載したものです。このため、ファンドの

未来イノベーション成長株ファンドにおける投資テーマのイメージ

ファンドマネジャーからのメッセージ

イノベーションを捉える、投資テーマ

当ファンドは、次の時代を創るイノベーションを見極め、魅力ある投資テーマを選定します。

現在、注目しているテーマは、ビッグデータ活用をはじめとする情報通信分野、

地球環境を維持し、持続可能な社会を実現する環境分野、

高齢化の進展にともない病気の治療・予防や健康への関心が高まるヘルスケア分野、

モノづくりの上流に位置する新素材分野です。

・写真はイメージです。 ・上記はイメージであり、すべてを網羅するものではありません。 ・現在の投資テーマとしては、情報通信、環境、ヘルスケア、新素材に注目して
おりますが、将来変更する場合があります。

情報通信 環境 ヘルスケア 新素材

• ５Ｇ
（第５世代移動通信システム）

• ＩｏＴ（モノのインターネット）

• ＡＩ（人工知能）

• 自動運転車

• ウェアラブル端末

• 地球温暖化

• エネルギーの多様化

• 省エネ化

• 次世代自動車

• 高齢化社会

• 医薬品、医療機器
市場の拡大

• 新薬、治療方法の
開発

• リチウムイオン電池

• 電子機器の 機能
向上

• 自動車の軽量化・
燃費向上

・東証株価指数は、当ファンドのベンチマークではありませんが、市況推移の参考として掲載しています。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。 ・市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

平素格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当ファンドは、2018年3月27日の設定後、2019年5月31日

現在において基準価額は15.0％下落、純資産総額は

約636億円となっております。

2018年12月には、米中間の貿易摩擦問題や米国政策

金利の追加利上げ等を背景に、国内株式市場は成長株

（グロース）を中心に大幅下落しましたが、その際、当

ファンドの運用チームでは、世界景気に対して投資家は

やや悲観的過ぎると見ていました。その上で、個別銘柄を

精査し、外部要因が国内企業の業績に与える影響は限定的

なものだと判断、下落した保有銘柄の保有を維持しました。

その後、2019年1月に入ってからはパウエル米連邦準備

制度理事会（ＦＲＢ）議長が金融引き締めを急がない姿勢

を示し、利上げ観測が後退したことや、米中間の貿易摩擦

問題が進展するとの期待が高まったこと等から、国内株式

市場は好業績のグロース株を中心に上昇しました。

その結果、基準価額は年初から5月末時点まで+8.3％と、

東証株価指数（配当込み）の+2.4％を上回りました。

今後の国内株式市場については、米中間の貿易摩擦問題

や消費増税等の懸念材料から調整する局面もあると考え

られますが、当面は日米欧などの主要中央銀行による

金融緩和期待が下支え役となり、堅調な展開を想定して

います。

なお、貿易摩擦問題に関しては、アメリカは来年に大統領

選挙が控えていること、中国は2020年の所得倍増計画

（2010年比）に加えて、今年が建国70周年、2021年には

共産党創立100周年など節目を迎えること等から、両国と

も景気の失速を回避するための対策が実施されると想定

します。同様に、日本の消費増税においても景気に配慮

した対策が実施されると想定します。したがって、足下の

米中間の貿易問題等を背景とした企業業績に対する悲観的

な見方は、次第に好転してくると思われます。

当ファンドでは、イノベーションを捉え、中長期的な視点で

業績成長が見込める企業への投資、およびボトムアップ・

アプローチを通じて中長期的なパフォーマンスの向上を

目指しています。

本資料では、当ファンドが選定している投資

テーマとその銘柄についてご紹介いたします。

主担当ファンドマネジャー 内田 浩二

株式運用部 国内株式グループ

エグゼクティブ・ファンドマネジャー

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は98.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクターで分類しています。
の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。 ・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・



2い事項】の内容を必ずご覧ください。
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銘柄名 エムスリー（2413）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 3.3％ テーマ 情報通信

注目点

医療従事者向け情報サイト「ｍ3.ｃｏｍ」を運営。

インターネットを活用した独自のビジネスモデルを展開。

製薬会社の医薬情報担当者（ＭＲ）による営業

体制を変革。また、ＡＩを搭載したクラウド型電子

カルテの利用が加速。他にも、ＮＴＴドコモと協業

して企業の従業員と家族を対象とした医療サポート

サービスを提供。

銘柄名 日本ユニシス（8056）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 3.4％ テーマ 情報通信

注目点

ソフトウェアを開発、販売するシステムインテグ

レーター＊。

 ＩｏＴの発展にあわせ様々なソリューションを展開。

様々な決済関連サービスにも期待。

＊ＩＴを活用した課題解決をめざし、コンサルティング

から設計、開発、運用・保守までー括で請け負う企業。

銘柄名 ソフトバンクグループ（9984）

国・地域 日本 業種 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ

比率 3.6％ テーマ 情報通信

注目点

インターネットカンパニーとして携帯通信事業を

主軸に多様なビジネスを展開。近年は各分野の

トップ企業と組む「群戦略」を進め、投資会社的

要素を強めている。

ソフトバンク・ビジョン・ファンドを通じて、世界の

有力企業と様々なパートナー関係を結んでおり、

イノベーションの恩恵を享受することに期待。

商品性、リスク、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。

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日） （期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

組入上位銘柄 （日本株式：上位25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・国・地域名は投資対象銘柄の主要取引所の国・地域を表しています。 ・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、組入上位銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄
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。

（組入銘柄数：日本株式・・・40銘柄、外国株式・・・15銘柄）

銘柄名 朝日インテック（7747）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 5.4％ テーマ ヘルスケア

注目点

狭心症や心筋梗塞に対するカテーテル治療で

使用されるガイドワイヤーが主力製品。素材から

製品までの一貫生産体制が強み。

米国での直販は会社計画を上回って進捗しており、

中期経営計画の目標である2023年6月期の

米国市場シェア50％を前倒し達成する可能性に

期待。



【本資料に関してご留意いただきた3

未来イノベーション成長株ファンド

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2014年5月30日 2017年5月30日

株価（円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2014年5月30日 2017年5月30日

株価（円）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2014年5月30日 2017年5月30日

株価（円）

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

2014年5月30日 2017年5月30日

株価（円）

銘柄名 アンリツ（6754）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.8％ テーマ 情報通信

注目点

通信計測器メーカー。５Ｇ導入がもたらすイノベー

ションとともに、今後数年にわたる計測器需要の

拡大を期待。

既存顧客層の通信事業者や携帯端末メーカー

からの需要増加に加え、IoT機器の普及に伴い

家電メーカーや車載電装品メーカーに顧客層拡大

が見込まれる。

銘柄名 テルモ（4543）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 2.9％ テーマ ヘルスケア

注目点

医療機器大手。中期経営計画では、ホスピタル

商品、心臓・血管領域、血液マネジメントの3事業

を軸とした収益拡大が目標。

国内外にイノベーション拠点を展開するなど、

自社開発に加えて「オープン・イノベーション」を

活用した製品開発を推進。他にも、次世代脳動脈

瘤治療機器など、ニッチ市場での事業拡大を期待。

銘柄名 信越化学工業（4063）

国・地域 日本 業種 素材

比率 3.1％ テーマ 新素材

注目点

化学メーカー大手。

半導体はスマートフォンなどのデバイス向け以外

にもデータセンター、車載、産業ロボットなどで

使用拡大が見込まれており、同社の半導体事業の

主力製品であるシリコンウエハも中長期的な成長

が期待される。

組入上位銘柄 （日本株式：上位

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は98.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクターで分類しています。
の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。 ・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 三井不動産（8801）

国・地域 日本 業種 不動産

比率 2.7％ テーマ 環境

注目点

 「東京ミッドタウン」などを保有する総合不動産大手。

長期経営方針では、「ビジネスイノベーション」を

基本戦略のひとつとして掲示。住宅・オフィス・

商業施設などのリアル空間に対して情報通信技術

（ＩＣＴ）を活用することにより、既存商品・サービス

の競争力向上や新規ビジネスの創出をめざす

など、不動産業におけるイノベーションを企図。
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銘柄名 ペプチドリーム（4587）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 2.5％ テーマ ヘルスケア

注目点

革新的な独自の「創薬開発プラットフォームシス

テム」を駆使し、自社プロジェクトのみならず、

国内外の大手医薬品メーカーと共同研究開発中。

 「特殊ペプチド」という化合物を用いることで、

効率的に創薬候補物質を選びだすことや、創薬に

おいて重要なヒット化合物の創製を簡便的に行う

ことができる。

銘柄名 日本電産（6594）

国・地域 日本 業種 資本財・サービス

比率 2.6％ テーマ 情報通信

注目点

モーター大手。創業者である永守会長の経営手腕

に定評。

自動車のEV（電気自動車）シフト・電動化で需要が

高まっているＥＶ駆動用モーター事業に本格参入、

ＰＣ向け技術を応用し、小型化・軽量化を実現。

積極的な企業合併・買収（Ｍ＆Ａ）を通じ、持続的

な業績拡大をめざしている点にも期待。

銘柄名 東レ（3402）

国・地域 日本 業種 素材

比率 2.6％ テーマ 新素材

注目点

合成繊維の国内最大手メーカー。合成繊維の技術

を生かし多方面に展開。開発力に定評。

電子情報材料、炭素繊維複合材料、医薬・医療、

水処理・環境といった様々な分野においても革新

技術を開発し、多くの先端材料や高付加価値製品

を創出。

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

銘柄名 ＧＭＯペイメントゲートウェイ（3769）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.6％ テーマ 情報通信

注目点

主に電子商取引向けのクレジットカード決済処理

サービスを提供。

オンライン決済サービスが多様化する中で、顧客

層も広く、大手優良顧客をもつ同社の今後の成長

に期待。

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日） （期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日） （期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

・国・地域名は投資対象銘柄の主要取引所の国・地域を表しています。 ・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、組入上位銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄
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。
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銘柄名 資生堂（4911）

国・地域 日本 業種 生活必需品

比率 2.4％ テーマ ヘルスケア

注目点

化粧品国内大手。

企業使命である「美しい生活文化の創造」の実現

に向けて、アンチエイジング分野等での新商品

開発に注力。

中国でのプレミアム化粧品市場の成長などによる

海外事業の業績拡大に期待。

組入上位銘柄 （日本株式：上位

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 安川電機（6506）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.5％ テーマ 情報通信

注目点

産業用メカトロニクス＊の総合メーカー。ＡＣサーボ

やインバータ、工場において溶接や塗装などに

使われる産業用ロボットの主力製品でそれぞれ

高い世界シェアを誇る。

 ＩｏＴの発展、省力化投資の加速にともない産業用

ロボットなどの需要拡大を見込む。

＊「メカニズム」と「エレクトロニクス」を融合した概念。

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は98.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクターで分類しています。
の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。 ・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・

銘柄名 第一三共（4568）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 2.4％ テーマ ヘルスケア

注目点

国内製薬大手。以前は高血圧などの循環器領域

を中心とした事業だったが、2025年ビジョンと

して掲げている「がんに強みを持つ先進的グロー

バル創薬企業」への転換を進めている。

がん領域のパイプラインの拡充を進めており、

抗体薬物複合体（ADC）の抗がん剤で製薬会社の

世界大手である英アストラゼネカと提携を発表。

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 アイシン精機（7259）

国・地域 日本 業種 一般消費財・サービス

比率 2.3％ テーマ 環境

注目点

トヨタ系の自動車部品大手。AT（オートマチック・

トランスミッション：自動変速機)、ブレーキ及び

カーナビゲーションシステムなどを手がける。

付加価値の高いAT需要の拡大に加え、ＥＶ、ＨＶ

（ハイブリッド）、ＰＨＶ（プラグインハイブリッド）

向け電動化商品にも積極的に投資しており、今後

の収益拡大に期待。



6い事項】の内容を必ずご覧ください。
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銘柄名 日本新薬（4516）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 2.2％ テーマ ヘルスケア

注目点

新薬の開発において、注力する5領域（泌尿器科、

血液内科、難病・希少疾患、婦人科、耳鼻咽喉科）

に対して、自社創薬、導入、プロダクト・ライフ

サイクル・マネジメント（ＰＬＣＭ）を3本柱に開発

パイプラインの充実を図り、着実かつ継続的な

新製品の市販をめざす。

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 東京エレクトロン（8035）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.1％ テーマ 情報通信

注目点

半導体製造装置の世界大手。

ＡＩの普及、5Gの導入に向け、インターネット上の

データ通信量の増加と高速化が進み、半導体メモリ

を利用した記憶媒体であるソリッド・ステート・

ドライブ（ＳＳＤ）の需要拡大をもたらし、半導体

メーカーの設備投資拡大を喚起することが期待

される。

・国・地域名は投資対象銘柄の主要取引所の国・地域を表しています。 ・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、組入上位銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄
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。

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 島津製作所（7701）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.3％ テーマ ヘルスケア

注目点

分析・計測機器の大手。最も注力する液体クロマト

グラフは、医薬品の開発や品質管理において特定

成分の含有量の測定分析や、結果のレポート出力

を全自動で行い、作業効率を改善。

3月に超高速液体クロマトグラフの新製品を発売。

高度な分析機能はもとより、省スペース化、時間

短縮効果等で評価が高く、今後の業績寄与に期待。

銘柄名 ＴＩＳ（3626）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.1％ テーマ 情報通信

注目点

ソフトウェアを開発、販売するシステムインテグ

レーター。

クレジットカード向けに強みを持ち、多様化する

決済手段にも対応。

デジタル経営への志向を強める顧客企業のIT

投資に対する意欲は高く、様々な案件での収益

獲得に期待。

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）
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組入上位銘柄 （日本株式：上位

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 ＪＣＲファーマ（4552）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 1.7％ テーマ ヘルスケア

注目点

創業以来ターゲットにしている希少疾病用医薬品

分野において、独自のバイオ技術で新薬を創製。

創立40周年を迎えた2015年には、日本初と

なる再生医療薬「テムセル®HS注」の製造販売

承認を取得、2016年から販売を開始するなど、

細胞治療・再生医療領域の開発にも積極的に取り

組む。

・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は98.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクターで分類しています。
の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。 ・上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 村田製作所（6981）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 2.0％ テーマ 情報通信

注目点

蓄電・放電の働きを持ち、電子機器で使用される

セラミックコンデンサなどを製造する大手電子

部品製造メーカー。

車載関連ビジネスの成長や、スマートフォンの

高機能化、5Gの普及にともない業績が拡大する

ことに期待。

銘柄名 ＨＯＹＡ（7741）

国・地域 日本 業種 ヘルスケア

比率 1.9％ テーマ 情報通信

注目点

光学機器、コンタクトや眼鏡のレンズ、内視鏡と

いった医療機器の製造、販売に加え、半導体関連

では微細で複雑な回路パターンを半導体ウエハに

転写する際の原版となるマスクブランクスを製造。

半導体はＩｏＴの発展などを背景に微細化が求めら

れており、製造工程における最新の露光技術に

対応したマスクブランクスは需要拡大が期待される。

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 日立製作所（6501）

国・地域 日本 業種 情報技術

比率 1.8％ テーマ 情報通信

注目点

総合電機の国内最大手。情報通信、電力、電子

機器など製品・サービスのラインナップは広範。

5月に公表された「2021中期経営計画」では、

上下水道システムの提供や、グループ内の資源

利用効率改善などを通じて社会・環境へ貢献する

方針を明示するとともに、「調整後営業利益率

10％超」などの数値目標を掲げている。

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）
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銘柄名 マイクロソフト（MSFT US）

国・地域 アメリカ 業種 情報技術

比率 1.8％ テーマ 情報通信

注目点

世界有数のソフトウェア開発会社。

パソコン用基本ソフトウェアのＷｉｎｄｏｗｓ、業務用

ソフトウェアのＯｆｆｉｃｅで高い市場シェアを誇る。

近年展開しているクラウドサービス「Ａｚｕｒｅ」は

ＡＷＳを展開するアマゾンの競合企業からのニーズ

が強く、高い成長を維持。同社の多様な成長機会

に着目。

銘柄名 アドビ（ADBE US）

国・地域 アメリカ 業種 情報技術

比率 1.8％ テーマ 情報通信

注目点

画像処理やＰＤＦ編集のソフトウェア製品および

技術の開発、販売、サポートを行うグローバル企業。

培ってきたデジタル基盤をもとに、ドキュメント

（文書管理）、クリエイティブ（デザインアプリ提供）、

マーケティング（データ分析）といった3つのイノ

ベーティブなクラウドサービスを展開。デジタル化

の流れに乗り、収益の更なる拡大に期待。

銘柄名 スズキ（7269）

国・地域 日本 業種 一般消費財・サービス

比率 1.7％ テーマ 環境

注目点

小型車開発に高い競争力。経営資源や競争優位性

を考慮し、成長するインド市場に早期から注力

しており、圧倒的な販売シェアを獲得。

トヨタとの資本・事業連携を背景に、今後はＨＶ、

ＥＶの共同開発・生産などを通じて、インドの環境

対策への貢献に期待。

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日） （期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 アマゾン・ドット・コム（AMZN US）

国・地域 アメリカ 業種 一般消費財・サービス

比率 1.9％ テーマ 情報通信

注目点

オンライン商取引を手がけるグローバル企業。

書籍関連から事業を開始し、ＤＶＤ、家電製品等へ

と取扱品目を拡大。

オンラインコンテンツ「Amazonプライム」の配信

や、クラウドサービス「アマゾン・ウェブ・サービス

（ＡＷＳ）」といったデータセンター運営も行って

おり、ビッグデータ関連銘柄としても注目。

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日） （期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

・国・地域名は投資対象銘柄の主要取引所の国・地域を表しています。 ・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、組入上位銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄
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。
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・比率は純資産総額に対する割合です。なお、純資産総額に対する現物株式組入比率は98.2％です。 ・業種はＧＩＣＳ（世界産業分類基準）のセクターで分類しています。・国・地域名は投資
対象銘柄の主要取引所の国・地域を表しています。 ・上記は当ファンドの理解を深めていただくため、組入上位銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするもの
ではなく、当ファンドにおいて上記銘柄を組み入れることを保証するものではありません。 ・基準価額（1万口当たり）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」に記載しています。また、当ファンドは、基準日時点での分配金の支払い実績はありません。 ・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。

設定来の基準価額等の推移 （期間：2018年3月27日～2018年12月28日）

銘柄名 アルファベット（GOOG US）

国・地域 アメリカ 業種 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ

比率 1.7％ テーマ 情報通信

注目点

インターネット検索サイト「Ｇｏｏｇｌｅ」を運営する

グローバル企業。米国外でも高い市場シェアを

誇っていることから、世界的なオンライン広告

市場拡大の恩恵を受けた業績成長に期待。

他にも、同社の強みであるデータ解析技術を駆使し、

自動運転車の開発を加速させるなど、自動車業界

でも大きなイノベーションをもたらすことを期待。

組入上位銘柄 （日本株式：上位25銘柄、外国株式：上位5銘柄）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

設定来の基準価額等の推移 （期間：2018年3月27日～2019年5月31日）

（期間：2014年5月30日～2019年5月31日）

銘柄名 テンセント・ホールディングス（700 HK）

国・地域 香港 業種 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ

比率 1.1％ テーマ 情報通信

注目点

ＶＡＳ（ネット・モバイル付加価値サービス）とオンラ

イン広告が2大事業である中国企業。

グローバルで進化するネット技術を中国人向けに

うまく統合。ＳＮＳ、オンラインゲーム、モバイル決済

サービスなど1社でフルサービスを展開し、収益源

の多角化が進むとともに強固な顧客基盤を構築

するなど、中国人の日常生活に深く浸透。
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ファンドの目的 日本を含む世界の株式を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

1 次の時代を創るイノベーション※を捉えることをめざします。

ファンドの特色

2 日本株を中心に世界の株式に投資を行います。

※ 当ファンドにおいては、技術の革新にとどまらず、これまでとは違った新たな考え方、仕組み等を取り入れて、新たな

価値を生み出すことをいいます。

 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、為替変動リスクの低減を図ります。

為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分のヘッジコストが

かかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。

3 年1回の決算時（6月20日（休業日の場合は翌営業日））に分配金額を決定します。

 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。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。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額

水準や市況動向等により変更する場合があります。）

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：基準価額は、株式市場の相場変動による組入株式の価格変動、為替相場の変動等により上下しま
す。また、組入有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。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。主な変動要因は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクです。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。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。

【本資料に関してご留意いただきたい事項】

■ 本資料は三菱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 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。

■ 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。

【ＧＩＣＳ（世界産業分類基準）について】
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。

【本資料で使用している指数について】
東証株価指数 ：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。



【本資料に関してご留意いただきたい事項】の内容を必ずご覧ください。

未来イノベーション成長株ファンド
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換
金
時

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。

購
入
時

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
※ 基準価額は1万口当たりで表示されます。

そ
の
他

信託期間
2028年6月20日まで（2018年3月27日設定）

繰上償還
ファンドの受益権の口数が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6月20日（休業日の場合は翌営業日）

収益分配
年1回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定
にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑
制する方針とします。）
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。

申
込
に
つ
い
て

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、購入のお申込みの受付を中止することがあります。

ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

お申込みメモ
ファンドの費用

購
入
時

購入時

手数料

購入価額に対して、上限3.24%(税抜 3.00%)
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。

換
金
時

信託
財産

留保額
ありません。

◎お客さまが直接的に負担する費用

◎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)

日々の純資産総額に対して、
年率1.6632％（税抜 年率1.5400％）をかけた
額

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。

※ 運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、当
ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の6ヵ月終了時、
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。

販売会社（購入・換金の取り扱い等）

設定・運用は

販売会社は下記の三菱ＵＦＪ国際投信の照会先でご確認いただけます。


