
日本厳選プレミアム株式オープン
（年2回決算型）
追加型投信／国内／株式

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。 ※三菱UFJ銀行でお申込みの場合

日本厳選プレミアム株式オープン（年2回決算型）

■三菱UFJ銀行からのご留意事項
◎当ファンドは預金ではなく、三菱UFJ銀行は元本を保証しておりません。また、預金保険制度の対象ではありません。　◎投資信託
は、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動リスク等があり、お受取金額が投資元本を大きく下回ることがあります。
したがって投資元本および運用成果が保証されているものではありません。　◎ご購入に際しては、購入時手数料（3.24％（税込））
および保有期間中の運用管理費用（信託報酬）等の費用がかかります。　◎ご購入に際しては、必ず最新の「投資信託説明書（交付目
論見書）」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。　◎当ファンドをお取引いただく
か否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまのほかの取引に影響を与えることはありません。　◎当ファンドの購入代金に充当するため
の借入れを前提とした購入申込みはお受けできません。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）は、三菱ＵＦＪ銀行の本・支店
までご請求ください。

〔金融商品仲介口座を通じたご購入について〕
●当ファンドは三菱UFJ銀行の投資信託口座のほかに金融商品仲介口座（三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券取引口座）を通じ
たお取扱いをしております。　●金融商品仲介口座を通じたご購入に際しては、あらかじめ三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券
取引口座の開設が必要です（金融商品仲介口座の開設をお申込みいただくと、お取引口座は三菱UFJモルガン・スタンレー証券
に開設されます）。

お申込みメモ

購
入
時

購入単位
分配金再投資コース（累積投資コース）：1万円以上1円単位
購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
再投資される分配金については、1口単位とします。
投資信託口座を通じたお申込みの場合は上記以外の購入単位でのお取扱い
もございます。くわしくは、三菱ＵＦＪ銀行のホームページをご覧ください。
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。

換金単位
投資信託口座：1円以上1円単位、または1口以上1口単位、または全部。
金融商品仲介口座：1口以上1口単位、または全部。
換金価額
換金申込受付日の基準価額
換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目にお支払いします。

換
金
時

申込締切時間
原則として、午後3時までに受付けたものを当日の申込分とします。
換金制限
当ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円
を超える換金はできません。
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。

信託期間
2024年1月19日まで（2014年1月20日設定）
繰上償還
当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10分の1または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・12月の8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。
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。
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
減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。
※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望
される場合は、分配金出金（定期引出契約）をお申込みください。
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。
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●本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。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。　●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。

本資料に関してご留意いただきたい事項 

148156-HK

ファンドの費用
◎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

購
入
時

購入金額（購入価額×購入口数）×3.24％（税抜 3.00％）
で得た額
※インターネット取引でご購入の場合は、上記手数料率
から10%優遇。

以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。
・監査法人に支払われる当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。

ありません。

購入時
手数料

換
金
時

信託財産
留保額

保
有
期
間
中

日々の純資産総額に対して、年率1.674％（税抜 
年率1.550％）をかけた額
※2019年４月11日以降、以下の通りとなる予定です。
日々の純資産総額に対して、年率1.620％（税抜 
年率1.500％）をかけた額

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料

※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。毎決算時または償還時に当ファンドから
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、
当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。

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）
〔投資信託口座を通じたお取扱いの場合〕
株式会社三菱UFJ銀行
〔金融商品仲介口座を通じたお取扱いの場合〕
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
（金融商品仲介業務等を行う登録金融機関：株式会社三菱UFJ銀行）
他の販売会社は、上記の委託会社の照会先でご確認いただけます。

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）

●ホームページアドレス   https://www.am.mufg.jp/

販売用資料｜2019.03

株式会社三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号
加入協会：日本証券業協会／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

当行の苦情処理措置および紛争解決措置は
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・
金融商品あっせん相談センターを利用します。
　全国銀行協会相談室：0570-017109／03-5252-3772
　証券・金融商品あっせん相談センター：0120-64-5005
　受付時間：月～金曜日／9：00～17：00（祝日・12/31～1/3等を除く） 

投資信託口座を通じたお取扱いの場合 金融商品仲介口座を通じたお取扱いの場合
お問合せ・ご照会は

株式会社三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号
加入協会：日本証券業協会／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

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 関東財務局長（金商）第2336号
加入協会：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

委託金融商品取引業者・販売会社は

設定・運用はお申込み・販売会社は

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
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ファンドの特色 Japan Selected Premium Stock

調査対象銘柄
（1,000銘柄程度）

投資候補銘柄
「プレミアム企業」
（100銘柄程度）

（30銘柄程度）
ポートフォリオ

わが国の上場株式

●流動性や時価総額を用いて銘柄選別
●事業継続について疑義がある銘柄を排除

わが国の上場株式から調査対象銘柄をスクリーニング

ポートフォリオの構築
●企業取材などを通じて、「プレミアム企業」を取巻く今後の事業環境、経営
方針および業績などについて、中長期的な視点から分析を実施

●上記分析結果に基づき、現状の株価水準の妥当性を判断した上で、景気変動
の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、
30銘柄程度に集中投資

●上記30銘柄程度のうち、特に持続的な業績拡大の確度が高いと予想される
10銘柄程度を「プレミアム・コア銘柄」とし、当ファンドの純資産総額に対する
「プレミアム・コア銘柄」の組入比率が50％～70％程度となるように調整

投資候補銘柄（プレミアム企業）の選定
●財務や収益性等のデータおよび各種情報を基に、投資候補銘柄（プレミアム
企業）を選定

運用プロセス

●高い市場シェア
●強いブランド力  ●高い技術力
●強固な販売網および顧客基盤
 など

●高い利益率
●持続的な利益成長
 など

●高い自己資本比率
●低い借入依存度
●安定したキャッシュフロー
 など

③ 確固とした財務基盤② 強い収益力

① 高い市場支配力

「プレミアム・コア銘柄」を選定する意義
当ファンドは収益の獲得に加え、投資環境悪化局面での「下値抵抗力の
強さ」も目指します。投資する「プレミアム企業銘柄」のうち、持続的な業績
拡大の確度が高いと予想され、かつ内部環境および外部環境の変化、特に
悪化局面においても業績の変化等が相対的に小さいと考えられる銘柄を
「プレミアム・コア銘柄」として選定して集中投資することで、長期的に安定的
な成長を目指します。

「プレミアム企業」とは

※上図は「プレミアム企業」のイメージをあらわしたものです。

当ファンドにおいて「プレミアム企業」とは、
①高い市場支配力、
②強い収益力、
③確固とした財務基盤、
の3つの性質を有すると
三菱UFJ国際投信が
判断した企業を
指します。

信託財産の成長を目指して運用を行います。

■ファンドのしくみ 

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド
に投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

ファミリーファンド方式により運用を行います。

日本厳選プレミアム
株式オープン
（年2回決算型）

ベビーファンド
申込金

収益分配金・
償還金等

投資者
（受益者）
投資者

（受益者）
日本厳選プレミアム
株式オープン
マザーファンド

マザーファンド
投資

損益

投資

損益

わが国の
上場株式
わが国の
上場株式

ファンドの目的・特色 Japan Selected Premium Stock

ファンドの目的

ファンドの特色

特色1

将来の収益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なく、委託会社の判断により、分配を行わ
ない場合もあります。

年2回決算を行い、収益の分配を行います。
毎年6月8日および12月8日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて
分配を行います。
収益分配方針

特色3

「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大
が期待される企業の株式を厳選し、集中投資します。
■シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからアドバイスを受けます。（注）

■株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

特色2

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、シティグループ・インク傘下の
投資運用会社です。シティグループ・インクは、個人、法人、政府および団体を対象として、個人向け銀行
業務やカードビジネス、法人・投資銀行業務、証券業務、トランザクション・サービス、ウェルス・マネジ
メントの分野において、幅広い金融商品やサービスを提供する、グローバルな総合金融持株会社です。

（注）シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからのアドバイスは、2019年
４月10日付で終了する予定です。

「シティグループ・インク」、「シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド」および「シティと
弧のマーク」は、世界中で使用・登録されているシティグループ・インクまたはその関連会社の登録商標または
サービスマークであり、三菱UFJ国際投信が利用許諾に基づき使用しています。

「プレミアム企業」

わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式を主要投資
対象とし、「プレミアム企業」の株式に着目した運用を行います。

原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている
部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります）

・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
・委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります）

調査対象銘柄
（1,000銘柄程度）

投資候補銘柄
「プレミアム企業」
（100銘柄程度）

（30銘柄程度）
ポートフォリオ

わが国の上場株式

●流動性や時価総額を用いて銘柄選別
●事業継続について疑義がある銘柄を排除

わが国の上場株式から調査対象銘柄をスクリーニング

ポートフォリオの構築
●企業取材などを通じて、「プレミアム企業」を取巻く今後の事業環境、経営
方針および業績などについて、中長期的な視点から分析を実施

●上記分析結果に基づき、現状の株価水準の妥当性を判断した上で、景気変動
の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、
30銘柄程度に集中投資

●上記30銘柄程度のうち、特に持続的な業績拡大の確度が高いと予想される
10銘柄程度を「プレミアム・コア銘柄」とし、当ファンドの純資産総額に対する
「プレミアム・コア銘柄」の組入比率が50％～70％程度となるように調整

投資候補銘柄（プレミアム企業）の選定
●財務や収益性等のデータおよび各種情報を基に、投資候補銘柄（プレミアム
企業）を選定

「プレミアム・コア銘柄」を選定する意義
当ファンドは収益の獲得に加え、投資環境悪化局面での「下値抵抗力の
強さ」も目指します。投資する「プレミアム企業銘柄」のうち、持続的な業績
拡大の確度が高いと予想され、かつ内部環境および外部環境の変化、特に
悪化局面においても業績の変化等が相対的に小さいと考えられる銘柄を
「プレミアム・コア銘柄」として選定して集中投資することで、長期的に安定的
な成長を目指します。

※わが国の上場株式とは、わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式をいいます。
※上記は、2018年12月末現在の運用プロセスであり、今後、見直す場合があります。

「プレミアム・コア銘柄」
（50％～70％程度）

その他
「プレミアム
企業銘柄」

（30％～50％程度）
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ファンドの特色 Japan Selected Premium Stock

調査対象銘柄
（1,000銘柄程度）

投資候補銘柄
「プレミアム企業」
（100銘柄程度）

（30銘柄程度）
ポートフォリオ

わが国の上場株式

●流動性や時価総額を用いて銘柄選別
●事業継続について疑義がある銘柄を排除

わが国の上場株式から調査対象銘柄をスクリーニング

ポートフォリオの構築
●企業取材などを通じて、「プレミアム企業」を取巻く今後の事業環境、経営
方針および業績などについて、中長期的な視点から分析を実施

●上記分析結果に基づき、現状の株価水準の妥当性を判断した上で、景気変動
の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、
30銘柄程度に集中投資

●上記30銘柄程度のうち、特に持続的な業績拡大の確度が高いと予想される
10銘柄程度を「プレミアム・コア銘柄」とし、当ファンドの純資産総額に対する
「プレミアム・コア銘柄」の組入比率が50％～70％程度となるように調整

投資候補銘柄（プレミアム企業）の選定
●財務や収益性等のデータおよび各種情報を基に、投資候補銘柄（プレミアム
企業）を選定

運用プロセス

●高い市場シェア
●強いブランド力  ●高い技術力
●強固な販売網および顧客基盤
 など

●高い利益率
●持続的な利益成長
 など

●高い自己資本比率
●低い借入依存度
●安定したキャッシュフロー
 など

③ 確固とした財務基盤② 強い収益力

① 高い市場支配力

「プレミアム・コア銘柄」を選定する意義
当ファンドは収益の獲得に加え、投資環境悪化局面での「下値抵抗力の
強さ」も目指します。投資する「プレミアム企業銘柄」のうち、持続的な業績
拡大の確度が高いと予想され、かつ内部環境および外部環境の変化、特に
悪化局面においても業績の変化等が相対的に小さいと考えられる銘柄を
「プレミアム・コア銘柄」として選定して集中投資することで、長期的に安定的
な成長を目指します。

「プレミアム企業」とは

※上図は「プレミアム企業」のイメージをあらわしたものです。

当ファンドにおいて「プレミアム企業」とは、
①高い市場支配力、
②強い収益力、
③確固とした財務基盤、
の3つの性質を有すると
三菱UFJ国際投信が
判断した企業を
指します。

信託財産の成長を目指して運用を行います。

■ファンドのしくみ 

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド
に投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。

ファミリーファンド方式により運用を行います。

日本厳選プレミアム
株式オープン
（年2回決算型）

ベビーファンド
申込金

収益分配金・
償還金等

投資者
（受益者）
投資者
（受益者）

日本厳選プレミアム
株式オープン
マザーファンド

マザーファンド
投資

損益

投資

損益

わが国の
上場株式
わが国の
上場株式

ファンドの目的・特色 Japan Selected Premium Stock

ファンドの目的

ファンドの特色

特色1

将来の収益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なく、委託会社の判断により、分配を行わ
ない場合もあります。

年2回決算を行い、収益の分配を行います。
毎年6月8日および12月8日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて
分配を行います。
収益分配方針

特色3

「プレミアム企業」の中から、景気変動の影響を受けにくく持続的な業績拡大
が期待される企業の株式を厳選し、集中投資します。
■シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからアドバイスを受けます。（注）

■株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。

特色2

資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、特色1、特色2のような運用ができない場合があります。

シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドは、シティグループ・インク傘下の
投資運用会社です。シティグループ・インクは、個人、法人、政府および団体を対象として、個人向け銀行
業務やカードビジネス、法人・投資銀行業務、証券業務、トランザクション・サービス、ウェルス・マネジ
メントの分野において、幅広い金融商品やサービスを提供する、グローバルな総合金融持株会社です。

（注）シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッドからのアドバイスは、2019年
４月10日付で終了する予定です。

「シティグループ・インク」、「シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド」および「シティと
弧のマーク」は、世界中で使用・登録されているシティグループ・インクまたはその関連会社の登録商標または
サービスマークであり、三菱UFJ国際投信が利用許諾に基づき使用しています。

「プレミアム企業」

わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式を主要投資
対象とし、「プレミアム企業」の株式に着目した運用を行います。

原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合には、当該超えている
部分について、分配対象額の範囲内で、全額分配を行います。（資金動向や市況動向等により変更する場合があります）

・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
・委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。
（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります）

調査対象銘柄
（1,000銘柄程度）

投資候補銘柄
「プレミアム企業」
（100銘柄程度）

（30銘柄程度）
ポートフォリオ

わが国の上場株式

●流動性や時価総額を用いて銘柄選別
●事業継続について疑義がある銘柄を排除

わが国の上場株式から調査対象銘柄をスクリーニング

ポートフォリオの構築
●企業取材などを通じて、「プレミアム企業」を取巻く今後の事業環境、経営
方針および業績などについて、中長期的な視点から分析を実施

●上記分析結果に基づき、現状の株価水準の妥当性を判断した上で、景気変動
の影響を受けにくく持続的な業績拡大が期待される企業の株式を厳選し、
30銘柄程度に集中投資

●上記30銘柄程度のうち、特に持続的な業績拡大の確度が高いと予想される
10銘柄程度を「プレミアム・コア銘柄」とし、当ファンドの純資産総額に対する
「プレミアム・コア銘柄」の組入比率が50％～70％程度となるように調整

投資候補銘柄（プレミアム企業）の選定
●財務や収益性等のデータおよび各種情報を基に、投資候補銘柄（プレミアム
企業）を選定

「プレミアム・コア銘柄」を選定する意義
当ファンドは収益の獲得に加え、投資環境悪化局面での「下値抵抗力の
強さ」も目指します。投資する「プレミアム企業銘柄」のうち、持続的な業績
拡大の確度が高いと予想され、かつ内部環境および外部環境の変化、特に
悪化局面においても業績の変化等が相対的に小さいと考えられる銘柄を
「プレミアム・コア銘柄」として選定して集中投資することで、長期的に安定的
な成長を目指します。

※わが国の上場株式とは、わが国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます）株式をいいます。
※上記は、2018年12月末現在の運用プロセスであり、今後、見直す場合があります。

「プレミアム・コア銘柄」
（50％～70％程度）

その他
「プレミアム
企業銘柄」

（30％～50％程度）



3 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。

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。

プレミアム・コア銘柄の例 Japan Selected Premium Stock

※上記は当ファンドの理解を深めていただくため、三菱UFJ国際投信が資料作成基準日時点で「プレミアム・コア銘柄」と判断した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。
※［評価ポイント］は、三菱UFJ国際投信が独自に分析したもので、高い市場支配力を判断する項目を次の①～⑥に分類し、５段階で評価（５が最も高評価）しています。
　①市場シェア②ブランド力③経営陣・ビジョン④技術力⑤販売網⑥顧客基盤
※［株価、EPS（一株当たり利益）の推移］（期間：株価 2003年12月30日～2018年12月28日／ EPS 2004年度～2020年度、2018年度以降は予想値＊）
＊ EPSの予想値は、2018年12月末時点でBloombergが集計したアナリスト予想平均値
※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。
（出所）Bloomberg、各社ホームページ、各種報道資料等を基に三菱UFJ国際投信作成

脳血管分野では脳梗塞用
デバイスの市場が年率
20％程度で成長。米国にお
いて治療ガイドラインがデ
バイス使用を従来の発症
後6時間から最大24時間
まで拡大され、治療患者の
拡大、他地域でも同様の改
定が予想され、市場の更な
る拡大が期待される。

～脳血管分野の成長～

テルモ

株価、EPS（一株当たり利益）の推移

評価ポイント
市場シェア

ブランド力

経営陣・
ビジョン

技術力

販売網

顧客
基盤

5

0
1
2
3
44

2020年度の目標として「連結
売上高2兆円(うち車載売上高
目標7,000億円～1兆円）、連結
営業利益率15％以上」を掲げ
る。2017年12月、プジョーブラ
ンドなどを製造している仏自動
車メーカーのグループＰＳＡと
電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド
車（ＨＶ）向けの駆動用モーター
の生産や販売で連携を発表。

～車載への拡大～

日本電産

市場シェア

ブランド力

経営陣・
ビジョン

技術力

販売網

顧客
基盤

株価、EPS（一株当たり利益）の推移

評価ポイント

0
1
2
3
4
5国内市場に比べてまだ商

品の浸透度が低い海外で
の拡販に注力。2018年3月
期の海外事業売上高は約
2,800億円に達し、4年前の
2014年3月期からは約2.4
倍に拡大。国内同様にユー
ザーへの直接販売方式を
実践、営業人員の育成など
販売体制の強化に全力。

～海外売上高の拡大を進める～

キーエンス

株価、EPS（一株当たり利益）の推移

評価ポイント
市場シェア

ブランド力

経営陣・
ビジョン

技術力

販売網

顧客
基盤

5

0
1
2
3
44

プラグインハイブリッド車
（PHV)の展開に加え、燃料
電池車（FCV)や全個体電
池など全方位に次世代技
術の開発を展開中。ハイ
ブリッド車での経験から、
電動化での優位性を発揮
することに期待。

～次世代自動車の開発～

トヨタ自動車

市場シェア

ブランド力

経営陣・
ビジョン

技術力

販売網

顧客
基盤

評価ポイント

株価、EPS（一株当たり利益）の推移
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輸送用機器
（10.8%）

ポートフォリオの状況（2018年12月末現在） Japan Selected Premium Stock

プレミアム・コア銘柄の構成比率合計     51.2%

当ファンドのポートフォリオにおけるプレミアム・コア銘柄（時価総額順）

2018年12月末時点の当ファンドにおけるポートフォリオは以下の通りです。構成している業種は幅広く、
分散されています。時価総額別では1兆円以上の銘柄の構成比率が約78％を占めており、大企業の比率が
高くなっています。

銘柄数 30銘柄

業種別構成比率 時価総額別構成比率

※ポートフォリオにおけるプレミアム・コア銘柄は2018年12月末時点のものです。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。
※業種は、東証33業種で分類しています。 
※業種別構成比率、時価総額別構成比率は四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。
※原則として、比率は純資産総額に対する割合です。 
※コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
（出所）Bloomberg、各社ホームページのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

化学（8.0%）

電気機器
（18.1%）

コールローン他
（1.8%）その他（19.5%）

情報・通信業（8.9%）

精密機器
（10.5%）

卸売業（5.1%）

その他製品
（5.0%）

サービス業
（4.2%）

機械（4.0%）

銘柄

輸送用機器

電気機器

電気機器

卸売業

その他製品

電気機器

精密機器

精密機器

機械

保険業

業種 時価総額（兆円） 概要

トヨタ自動車　　　　　　　　　　　　　　

キーエンス　　　　　　　　　　　　　　　

ソニー　　　　　　　　　　　　　　　　　

三菱商事　　　　　　　　　　　　　　　　

任天堂　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本電産　　　　　　　　　　　　　　　　

ＨＯＹＡ　　　　　　　　　　　　　　　　

テルモ　　　　　　　　　　　　　　　　　

小松製作所　　　　　　　　　　　　　　　

ソニーフィナンシャルホールディングス　　

20.9

6.8

6.8

4.8

4.1

3.7

2.5

2.4

2.3

0.9

コールローン他
 （1.8%）

5,000億円以上
1兆円未満
（9.7%）

5,000億円未満
（10.7%）

5兆円以上
（21.5%）

3兆円以上
5兆円未満
（18.6%）1兆円以上

3兆円未満
（37.7%）

保険業（4.1%）

建設機械で国内トップ、世界でも米キャタピラーに次ぐ2位。成長地域であるアジアのサービス網構築でキャタピラーに先行。現地生産の
推進やＧＰＳを活用した建機稼動管理システム「コムトラックス」の導入などにより、アジアでも高い収益性を誇る。また、コマツマイニング（旧
ジョイグローバル社）の買収を機に、鉱山機械分野を一段と強化中。サービス拠点の相互活用などによる顧客サービスの向上が実現へ。

モーターの大手。創業者の永守会長兼社長の経営手腕に定評。世界シェアトップのハードディ
スク用スピンドルモーターが代表製品。積極的な企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）を通じ、得意分野
を車載・家電・産業用モーターなどにも拡大させることによって持続的な業績拡大をめざす。

幅広い産業を事業領域としており、パートナーとともに開発や生産・製造などの役割も担う。原料
炭等資源分野に強みを持つが、食糧、食品流通、ライフサイエンス等の非資源分野においても事
業拡大を狙っている。企業理念として、所期奉公、処事光明、立業貿易の「三綱領」を掲げる。

国内最大、世界でもトップを争う大手自動車メーカー。ハイブリッド技術で先行。かんばん方式や多能工などに代表されるトヨタ式生産シス
テムで知られる生産技術に強み。商品力の飛躍的向上と原価低減を同時に達成した車種の市場投入により、今後の収益性改善が期待され
る。また、電気自動車（EV）の問題点である充電時間の長さや航続距離の短さ等の解決が期待される全固体電池の開発では業界をリード。

有力ソフトを多数抱える世界有数のゲーム機メーカー。新型ゲーム機「Switch」によ
る持続的な収益拡大に期待。ネット接続による月額課金サービスの提供やスマート
フォンでのコンテンツ販売など、収益獲得機会の多様化による業績拡大に期待。

工場内の設備に取り付けられる各種センサーを主力製品とするメーカー。直販営業に裏付けられた製品の企画開発・提案力とファブレス生産体
制に特徴。営業利益率は約56％（2018年3月期）と、日本企業としては非常に高い。世界的に人件費が高騰し省力化が求められていることに加
え、特に中国では2015年5月に発表された「中国製造2025」のもとで製造業の強化が政策的に進められていることが追い風になると期待。

ソニー生命保険、ソニー損害保険、ソニー銀行などを傘下に持つ金融持株会社。中核のソニー生命保険は、コンサルティング
営業に特徴があり、保有契約高シェアは着実に拡大、2018年3月末時点で業界第6位。また、ソニー損害保険はダイレクト
自動車保険の分野、ソニー銀行はインターネット専業銀行としてそれぞれ実績を持つ。財務健全性の高さにも定評。

光学製品メーカー。世界シェア2位のメガネレンズなどを代表製品とするライフケア
と、世界シェアトップの半導体製造用マスクブランクスなどを代表製品とする情報通
信の2事業を展開。資産効率を強く意識した経営姿勢にも定評。

エレクトロ事業等のハードウェアに加え、コンテンツサービス等のソフトウェアまで手掛ける電機メー
カー。ハードウェアではスマ トーフォン用カメラを筆頭に各種カメラの拡大が期待され、コアとなるCMOS
イメージセンサーに強み。加えてゲームや音楽などコンテンツ配信による継続的な収益拡大に期待。

医療機器大手。カテーテル（細い管）などを血管に通して診療や治療を行う血管内治
療（インターベンション）領域と、心臓血管外科手術領域に注力。買収により、心臓に続
いて脳血管内治療領域にも足掛かりを築き、中長期的な業績拡大に期待。



3 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
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プレミアム・コア銘柄の例 Japan Selected Premium Stock

※上記は当ファンドの理解を深めていただくため、三菱UFJ国際投信が資料作成基準日時点で「プレミアム・コア銘柄」と判断した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。
※［評価ポイント］は、三菱UFJ国際投信が独自に分析したもので、高い市場支配力を判断する項目を次の①～⑥に分類し、５段階で評価（５が最も高評価）しています。
　①市場シェア②ブランド力③経営陣・ビジョン④技術力⑤販売網⑥顧客基盤
※［株価、EPS（一株当たり利益）の推移］（期間：株価 2003年12月30日～2018年12月28日／ EPS 2004年度～2020年度、2018年度以降は予想値＊）
＊ EPSの予想値は、2018年12月末時点でBloombergが集計したアナリスト予想平均値
※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。
（出所）Bloomberg、各社ホームページ、各種報道資料等を基に三菱UFJ国際投信作成

脳血管分野では脳梗塞用
デバイスの市場が年率
20％程度で成長。米国にお
いて治療ガイドラインがデ
バイス使用を従来の発症
後6時間から最大24時間
まで拡大され、治療患者の
拡大、他地域でも同様の改
定が予想され、市場の更な
る拡大が期待される。

～脳血管分野の成長～
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評価ポイント
市場シェア

ブランド力

経営陣・
ビジョン

技術力

販売網

顧客
基盤

5

0
1
2
3
44

2020年度の目標として「連結
売上高2兆円(うち車載売上高
目標7,000億円～1兆円）、連結
営業利益率15％以上」を掲げ
る。2017年12月、プジョーブラ
ンドなどを製造している仏自動
車メーカーのグループＰＳＡと
電気自動車（ＥＶ）やハイブリッド
車（ＨＶ）向けの駆動用モーター
の生産や販売で連携を発表。

～車載への拡大～
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の拡販に注力。2018年3月
期の海外事業売上高は約
2,800億円に達し、4年前の
2014年3月期からは約2.4
倍に拡大。国内同様にユー
ザーへの直接販売方式を
実践、営業人員の育成など
販売体制の強化に全力。

～海外売上高の拡大を進める～
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プラグインハイブリッド車
（PHV)の展開に加え、燃料
電池車（FCV)や全個体電
池など全方位に次世代技
術の開発を展開中。ハイ
ブリッド車での経験から、
電動化での優位性を発揮
することに期待。

～次世代自動車の開発～
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輸送用機器
（10.8%）

ポートフォリオの状況（2018年12月末現在） Japan Selected Premium Stock

プレミアム・コア銘柄の構成比率合計     51.2%

当ファンドのポートフォリオにおけるプレミアム・コア銘柄（時価総額順）

2018年12月末時点の当ファンドにおけるポートフォリオは以下の通りです。構成している業種は幅広く、
分散されています。時価総額別では1兆円以上の銘柄の構成比率が約78％を占めており、大企業の比率が
高くなっています。

銘柄数 30銘柄

業種別構成比率 時価総額別構成比率

※ポートフォリオにおけるプレミアム・コア銘柄は2018年12月末時点のものです。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。
※業種は、東証33業種で分類しています。 
※業種別構成比率、時価総額別構成比率は四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。
※原則として、比率は純資産総額に対する割合です。 
※コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
（出所）Bloomberg、各社ホームページのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
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情報・通信業（8.9%）
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業種 時価総額（兆円） 概要

トヨタ自動車　　　　　　　　　　　　　　

キーエンス　　　　　　　　　　　　　　　

ソニー　　　　　　　　　　　　　　　　　

三菱商事　　　　　　　　　　　　　　　　

任天堂　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本電産　　　　　　　　　　　　　　　　

ＨＯＹＡ　　　　　　　　　　　　　　　　

テルモ　　　　　　　　　　　　　　　　　

小松製作所　　　　　　　　　　　　　　　

ソニーフィナンシャルホールディングス　　

20.9

6.8

6.8

4.8

4.1

3.7

2.5

2.4

2.3

0.9

コールローン他
 （1.8%）

5,000億円以上
1兆円未満
（9.7%）

5,000億円未満
（10.7%）

5兆円以上
（21.5%）

3兆円以上
5兆円未満
（18.6%）1兆円以上

3兆円未満
（37.7%）

保険業（4.1%）

建設機械で国内トップ、世界でも米キャタピラーに次ぐ2位。成長地域であるアジアのサービス網構築でキャタピラーに先行。現地生産の
推進やＧＰＳを活用した建機稼動管理システム「コムトラックス」の導入などにより、アジアでも高い収益性を誇る。また、コマツマイニング（旧
ジョイグローバル社）の買収を機に、鉱山機械分野を一段と強化中。サービス拠点の相互活用などによる顧客サービスの向上が実現へ。

モーターの大手。創業者の永守会長兼社長の経営手腕に定評。世界シェアトップのハードディ
スク用スピンドルモーターが代表製品。積極的な企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）を通じ、得意分野
を車載・家電・産業用モーターなどにも拡大させることによって持続的な業績拡大をめざす。

幅広い産業を事業領域としており、パートナーとともに開発や生産・製造などの役割も担う。原料
炭等資源分野に強みを持つが、食糧、食品流通、ライフサイエンス等の非資源分野においても事
業拡大を狙っている。企業理念として、所期奉公、処事光明、立業貿易の「三綱領」を掲げる。

国内最大、世界でもトップを争う大手自動車メーカー。ハイブリッド技術で先行。かんばん方式や多能工などに代表されるトヨタ式生産シス
テムで知られる生産技術に強み。商品力の飛躍的向上と原価低減を同時に達成した車種の市場投入により、今後の収益性改善が期待され
る。また、電気自動車（EV）の問題点である充電時間の長さや航続距離の短さ等の解決が期待される全固体電池の開発では業界をリード。

有力ソフトを多数抱える世界有数のゲーム機メーカー。新型ゲーム機「Switch」によ
る持続的な収益拡大に期待。ネット接続による月額課金サービスの提供やスマート
フォンでのコンテンツ販売など、収益獲得機会の多様化による業績拡大に期待。

工場内の設備に取り付けられる各種センサーを主力製品とするメーカー。直販営業に裏付けられた製品の企画開発・提案力とファブレス生産体
制に特徴。営業利益率は約56％（2018年3月期）と、日本企業としては非常に高い。世界的に人件費が高騰し省力化が求められていることに加
え、特に中国では2015年5月に発表された「中国製造2025」のもとで製造業の強化が政策的に進められていることが追い風になると期待。

ソニー生命保険、ソニー損害保険、ソニー銀行などを傘下に持つ金融持株会社。中核のソニー生命保険は、コンサルティング
営業に特徴があり、保有契約高シェアは着実に拡大、2018年3月末時点で業界第6位。また、ソニー損害保険はダイレクト
自動車保険の分野、ソニー銀行はインターネット専業銀行としてそれぞれ実績を持つ。財務健全性の高さにも定評。

光学製品メーカー。世界シェア2位のメガネレンズなどを代表製品とするライフケア
と、世界シェアトップの半導体製造用マスクブランクスなどを代表製品とする情報通
信の2事業を展開。資産効率を強く意識した経営姿勢にも定評。

エレクトロ事業等のハードウェアに加え、コンテンツサービス等のソフトウェアまで手掛ける電機メー
カー。ハードウェアではスマ トーフォン用カメラを筆頭に各種カメラの拡大が期待され、コアとなるCMOS
イメージセンサーに強み。加えてゲームや音楽などコンテンツ配信による継続的な収益拡大に期待。

医療機器大手。カテーテル（細い管）などを血管に通して診療や治療を行う血管内治
療（インターベンション）領域と、心臓血管外科手術領域に注力。買収により、心臓に続
いて脳血管内治療領域にも足掛かりを築き、中長期的な業績拡大に期待。
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投資リスク Japan Selected Premium Stock

運用実績 Japan Selected Premium Stock

（2018年12月28日現在）

最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認いただけます。

※基準価額（１万口当たり）、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
※信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」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。

※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。

プレミアム企業投資の魅力 ‒高い収益力‒ Japan Selected Premium Stock

※TOPIX1株当たり利益は、各月末における過去12ヵ月間の合計値です。
※2019年から2021年（暦年ベース）のTOPIX1株当たり予想利益は、2018年12月末時点のBloombergの予想値を使用しています。
※TOPIX （東証株価指数）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。

（出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

TOPIXとTOPIX1株当たり利益の推移

アベノミクスによる大胆な金融緩和や機動的な財政政策などの効果もあって、日本株式はほぼ収益力に
見合う形で概ね回復基調にあります。主要企業の1株当たり利益は、2008年9月のリーマンショック前の水準
を超えるまで増加しました。2019年以降も増加が予想されています。

※プレミアム･コア銘柄の平均1株当たり利益は、2018年12月末時点のポートフォリオにおけるプレミアム･コア銘柄について、2000年度以降で入手可能な各々の1株
当たり利益を単純平均したものです。
※2018年度から2020年度は、2018年12月末時点のBloombergの予想値を使用しています。
(出所)Bloomberg等のデータを基に三菱UFJ国際投信作成
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当ファンドにおけるプレミアム・コア銘柄の1株当たり利益は、2001年ITバブル崩壊や2008年リーマンショック
などの景気後退局面でもプラスを維持しており、収益の安定性がみられます。

プレミアム･コア銘柄の平均1株当たり利益の推移

■ その他の留意点

■ リスクの管理体制

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。

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業
の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の
価格が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。

当ファンドは、少数の銘柄に集中投資するため、より多くの銘柄
に分散投資する投資信託と比べて、１銘柄の株価変動による
影響が大きくなる可能性があります。そのため、当ファンドの
基準価額は、わが国の株式市場全体の平均的な値動きに
比べてより大きく（小さく）なる場合や、市場全体の動きと
異なる動きをする場合があります。

集中投資リスク

投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または
信用状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、
損失を被ることがあります。

信用リスク

■ 基準価額の変動要因

●投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定した
ものではありません。

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり
ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

●受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には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。

●当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
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。

上記のリスク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。

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。

（期間：2000年度～2020年度）（円）
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（右目盛）

2021年（暦年）

2020年（暦年）

2019年（暦年）

基準価額および純資産総額の推移

2018/12 0円

2018/06 183円

2017/12 195円

2017/06 0円

2016/12 0円

2016/06 0円

設定来累計 3,287円

分配金実績（１万口当たり、税引前）（期間：2014年1月20日～2018年12月28日）（億円）（円）

2014/1/20 2015/7/16 2017/1/20 2018/7/18

基準価額【左目盛】 基準価額（分配金再投資）【左目盛】 純資産総額【右目盛】
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5 6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、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。

'00/1 '02/1 '04/1 '06/1 '08/1 '10/1 '12/1 '14/1 '16/1 '18/1 '20/1 '22/1
投資リスク Japan Selected Premium Stock

運用実績 Japan Selected Premium Stock

（2018年12月28日現在）

最新の運用実績は委託会社のホームページ等にてご確認いただけます。

※基準価額（１万口当たり）、基準価額（分配金再投資）は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
※信託報酬率は、後記の「ファンドの費用」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。

※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。

プレミアム企業投資の魅力 ‒高い収益力‒ Japan Selected Premium Stock

※TOPIX1株当たり利益は、各月末における過去12ヵ月間の合計値です。
※2019年から2021年（暦年ベース）のTOPIX1株当たり予想利益は、2018年12月末時点のBloombergの予想値を使用しています。
※TOPIX （東証株価指数）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。

（出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

TOPIXとTOPIX1株当たり利益の推移

アベノミクスによる大胆な金融緩和や機動的な財政政策などの効果もあって、日本株式はほぼ収益力に
見合う形で概ね回復基調にあります。主要企業の1株当たり利益は、2008年9月のリーマンショック前の水準
を超えるまで増加しました。2019年以降も増加が予想されています。

※プレミアム･コア銘柄の平均1株当たり利益は、2018年12月末時点のポートフォリオにおけるプレミアム･コア銘柄について、2000年度以降で入手可能な各々の1株
当たり利益を単純平均したものです。
※2018年度から2020年度は、2018年12月末時点のBloombergの予想値を使用しています。
(出所)Bloomberg等のデータを基に三菱UFJ国際投信作成
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（期間：2000年1月末～2018年12月末）（円）

当ファンドにおけるプレミアム・コア銘柄の1株当たり利益は、2001年ITバブル崩壊や2008年リーマンショック
などの景気後退局面でもプラスを維持しており、収益の安定性がみられます。

プレミアム･コア銘柄の平均1株当たり利益の推移

■ その他の留意点

■ リスクの管理体制

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。

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業
の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の
価格が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。

当ファンドは、少数の銘柄に集中投資するため、より多くの銘柄
に分散投資する投資信託と比べて、１銘柄の株価変動による
影響が大きくなる可能性があります。そのため、当ファンドの
基準価額は、わが国の株式市場全体の平均的な値動きに
比べてより大きく（小さく）なる場合や、市場全体の動きと
異なる動きをする場合があります。

集中投資リスク

投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または
信用状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、
損失を被ることがあります。

信用リスク

■ 基準価額の変動要因

●投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定した
ものではありません。

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり
ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

●受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には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。

●当ファンドのお取引に関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
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。

上記のリスク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。

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。

（期間：2000年度～2020年度）（円）
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（右目盛）

2021年（暦年）

2020年（暦年）

2019年（暦年）

基準価額および純資産総額の推移

2018/12 0円

2018/06 183円

2017/12 195円

2017/06 0円

2016/12 0円

2016/06 0円

設定来累計 3,287円

分配金実績（１万口当たり、税引前）（期間：2014年1月20日～2018年12月28日）（億円）（円）

2014/1/20 2015/7/16 2017/1/20 2018/7/18

基準価額【左目盛】 基準価額（分配金再投資）【左目盛】 純資産総額【右目盛】
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日本厳選プレミアム株式オープン
（年2回決算型）
追加型投信／国内／株式

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。 ※三菱UFJ銀行でお申込みの場合

日本厳選プレミアム株式オープン（年2回決算型）

■三菱UFJ銀行からのご留意事項
◎当ファンドは預金ではなく、三菱UFJ銀行は元本を保証しておりません。また、預金保険制度の対象ではありません。　◎投資信託
は、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動リスク等があり、お受取金額が投資元本を大きく下回ることがあります。
したがって投資元本および運用成果が保証されているものではありません。　◎ご購入に際しては、購入時手数料（3.24％（税込））
および保有期間中の運用管理費用（信託報酬）等の費用がかかります。　◎ご購入に際しては、必ず最新の「投資信託説明書（交付目
論見書）」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。　◎当ファンドをお取引いただく
か否かが、三菱UFJ銀行におけるお客さまのほかの取引に影響を与えることはありません。　◎当ファンドの購入代金に充当するため
の借入れを前提とした購入申込みはお受けできません。

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。投資信託説明書（交付目論見書）は、三菱ＵＦＪ銀行の本・支店
までご請求ください。

〔金融商品仲介口座を通じたご購入について〕
●当ファンドは三菱UFJ銀行の投資信託口座のほかに金融商品仲介口座（三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券取引口座）を通じ
たお取扱いをしております。　●金融商品仲介口座を通じたご購入に際しては、あらかじめ三菱UFJモルガン・スタンレー証券の証券
取引口座の開設が必要です（金融商品仲介口座の開設をお申込みいただくと、お取引口座は三菱UFJモルガン・スタンレー証券
に開設されます）。

お申込みメモ

購
入
時

購入単位
分配金再投資コース（累積投資コース）：1万円以上1円単位
購入単位には購入時手数料（税込）が含まれます。
再投資される分配金については、1口単位とします。
投資信託口座を通じたお申込みの場合は上記以外の購入単位でのお取扱い
もございます。くわしくは、三菱ＵＦＪ銀行のホームページをご覧ください。
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。

換金単位
投資信託口座：1円以上1円単位、または1口以上1口単位、または全部。
金融商品仲介口座：1口以上1口単位、または全部。
換金価額
換金申込受付日の基準価額
換金代金
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目にお支払いします。

換
金
時

申込締切時間
原則として、午後3時までに受付けたものを当日の申込分とします。
換金制限
当ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円
を超える換金はできません。
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。

信託期間
2024年1月19日まで（2014年1月20日設定）
繰上償還
当ファンドの受益権の総口数が、当初設定時の10分の1または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・12月の8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。
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。
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
減少および基準価額の下落要因となります。
収益分配金は税金を差引いた後、原則として再投資されます。
※分配金を再投資せず、お客さまの指定口座にご入金するお取扱いを希望
される場合は、分配金出金（定期引出契約）をお申込みください。
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。

そ
　の
　他

申
込
に
つ
い
て

●本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。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。　●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。

本資料に関してご留意いただきたい事項 

148156-HK

ファンドの費用
◎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

購
入
時

購入金額（購入価額×購入口数）×3.24％（税抜 3.00％）
で得た額
※インターネット取引でご購入の場合は、上記手数料率
から10%優遇。

以下の費用・手数料についても当ファンドが負担します。
・監査法人に支払われる当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。

ありません。

購入時
手数料

換
金
時

信託財産
留保額

保
有
期
間
中

日々の純資産総額に対して、年率1.674％（税抜 
年率1.550％）をかけた額
※2019年４月11日以降、以下の通りとなる予定です。
日々の純資産総額に対して、年率1.620％（税抜 
年率1.500％）をかけた額

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料

※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。毎決算時または償還時に当ファンドから
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、
当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。

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）
〔投資信託口座を通じたお取扱いの場合〕
株式会社三菱UFJ銀行
〔金融商品仲介口座を通じたお取扱いの場合〕
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
（金融商品仲介業務等を行う登録金融機関：株式会社三菱UFJ銀行）
他の販売会社は、上記の委託会社の照会先でご確認いただけます。

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）

●ホームページアドレス   https://www.am.mufg.jp/

販売用資料｜2019.03

株式会社三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号
加入協会：日本証券業協会／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

当行の苦情処理措置および紛争解決措置は
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・
金融商品あっせん相談センターを利用します。
　全国銀行協会相談室：0570-017109／03-5252-3772
　証券・金融商品あっせん相談センター：0120-64-5005
　受付時間：月～金曜日／9：00～17：00（祝日・12/31～1/3等を除く） 

投資信託口座を通じたお取扱いの場合 金融商品仲介口座を通じたお取扱いの場合
お問合せ・ご照会は

株式会社三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長（登金）第5号
加入協会：日本証券業協会／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

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 関東財務局長（金商）第2336号
加入協会：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

委託金融商品取引業者・販売会社は

設定・運用はお申込み・販売会社は

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


