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次世代米国代表株ファンド
追加型投信／海外／株式

愛称：メジャー・リーダー

Yoichiro Yasui

■早稲田大学理工学部卒
大学卒業後大手証券会社入社。その後1993年5月より運用の道へ
94年にニューヨーク現地法人へ赴任し、以降一貫して
米国株を中心に海外株式を担当

安井 陽一郎

プライベートでは出身地の東京と駐在地のニューヨークに
しか住んだことがないという社内きっての都会派

■ファンドマネジャーから一言：約四半世紀の米国株運用で培
われたマーケット感覚に加え、理系ならではのロジカルな市場
へのアプローチで“面白い”企業を見出すことを心掛けています。

■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、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、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・取引コスト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

基準価額および純資産総額の推移ファンドマネジャーのご紹介

※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、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。
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先行きが不透明な今こそ原点回帰の米国株式
当期（2019年3月8日～2019年6月7日）の米国株式

市場は方向感定まらず、全体で小幅の上昇となりました。
企業業績はおおむね堅調で、米国のGDP・雇用をはじめ
多くの経済指標もポジティブな結果を示しています。し
かし一方では、長引く米中貿易摩擦やトランプ大統領の
メキシコへの強硬的な姿勢が不安視されるなど、投資家
心理の悪化が株式の上値を抑える形となりました。この
ように強弱入り混じる投資環境の中では、景気の上振れ/
下振れ双方のリスクへの備えが必要です。特に足元にお
いて欠かせないのは、短期的な値動きだけに投資判断が
左右されないよう、投資を続けることの意義を再確認す
ることではないでしょうか。過去を振り返ると、米国株
式は一時的な下落を繰り返しながらも、世界的な経済活
動の拡大を成長ドライバーとして大きなリターンをあげ
てきました【グラフ１】。

※本資料においてダウ・ジョーンズ工業株価平均をNYダウといいます。NYダウは当ファンドのベンチマークではありません。

長期的な視点を持つことが今後の投資の鍵に
【グラフ２】は過去30年間のうち、1年、3年、5年投

資を行った場合に得られるリターンの発生頻度を示して
います。1年で投資をやめる場合、得られるリターンのブ
レも大きく、タイミングによってはマイナスとなります。
その一方で投資期間を3年、5年と長くしていくと、極端
に大きい/小さいリターンの頻度が下がることがわかりま
す。このように、市場の動きの予測が困難な中では、時
間を味方に米国の経済成長の果実を得ることを目指すの
が米国株投資の王道ともいえるのではないでしょうか。

1

●基準価額、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、4ページの「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。

【グラフ１】過去30年のNYダウの推移と月次リターンの割合

【グラフ２】過去30年、米国株式における
投資期間別のリターン発生頻度の比較

出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間）1989年6月末～2019年5月末、月次
※NYダウのトータルリターン、米ドル建てのデータを使用。

期間：2013年5月28日（設定日）～2019年6月7日、日次
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出所）Bloombergのデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間）1989年5月末～2019年5月末、月次 ※NYダウはトータルリター
ン、米ドル建て。
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世界景気の減速懸念などを背景に、小幅下落

月報読み解き ～直近3ヵ月の市況動向～

底堅い企業業績などを背景に、上昇
2019年4月の米国株式は、上昇しました。3月の米連邦公開市場委員会
（FOMC）において、利上げに対して慎重な姿勢が示されたことなどが引
き続き好感され、初旬より上昇基調で推移しました。加えて、中旬以降本
格化した米国企業の1-3月期の決算発表において、市場予想を上回る決算
を発表する企業が多くみられたことや、中国の経済指標の改善を受けて同
国ならびに世界景気に対する減速懸念が後退したことなどを背景に、株価
は堅調に推移しました。為替市況については、円は米ドルに対して下落と
なりました。

米中通商交渉の難航などを背景に、下落
2019年5月の米国株式は、下落しました。5月上旬にトランプ米大統領
が突如対中制裁関税引き上げを表明し、米中貿易交渉の先行き不透明感
が高まりました。また、中国の4月の経済指標が3月の急回復の反動もあ
り市場予想以上に減速したこと、メイ英首相の辞任表明に伴う合意無き
欧州連合（EU）離脱リスクの再燃等もあり、株価は月を通じて下落して
推移しました。為替市況については、円は米ドルに対しては上昇（円
高）しました。

■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、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、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・取引コスト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

※上記は当該期間の銘柄入替えの動向を示したものであり、上記銘柄の購入を推奨するもの
ではありません。また、これらの銘柄が今後も当ファンドに組入れられるとは限りません。

銘柄売買動向（2019年3月～2019年5月）ＮＹダウ月次騰落率（2019年3月～2019年5月）
3月 4月 5月

■マクドナルド
■JPモルガン

■DRホートン
■アメリカン･
エキスプレス

■ギリアド･サイエンシズ
■プログレッシブ･コープ

■メルク
■バンク･オブ･アメリカ

■ホーム・デポ
■ウォルト･ディズニー
■インテル

■マクドナルド
■フェイスブック
■インテュイット

売却
銘柄

組入
銘柄

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成
※指数は米ドル建て。

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間）2001年～2020年、年次（2019年、2020年は予想値）

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間）2000年1月～2019年4月、月次

中国製造業ＰＭＩ

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間）2018年1月～2019年5月、月次
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堅調な企業業績

2019年3月の米国株式は、前月末比小幅下落となりました。月の上旬は、
米中の貿易問題の不透明感が継続していたことや、世界景気の減速懸念な
どを背景に株価は下落しました。中旬以降は、米国の物価指標にインフレ
感が見られないことや、月後半に開催された米連邦公開市場委員会
（FOMC）会合において、年内の利上げを打ち止めとする見通しが示され
たことを受けて米国金利が低下したことなどを背景に、戻り基調となる場
面もありましたが、最終的には小幅下落で月を終えています。為替市況に
ついては、円は米ドルに対してはほぼ横ばいとなりました。

米国消費支出（PCE）デフレーター
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■市況の変動等により方針通りの運用が行なわれない場合があります。
■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、作成時点での見通しまたは分析です。これらは、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・取引コスト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

米中貿易摩擦激化などを背景に世界経済の先行きへの不安が高まってい
ます。しかしながら、米国の景気と企業業績については顕著な落ち込み
はみられません。堅調な個人消費に支えられながら、巡航速度の成長を
遂げていると思われます【グラフ１】。

また主要国の中央銀行が総じて金融引き締めに慎重な姿勢をとっている
ことは市況の下支え要因になるとみています【グラフ2】。米国の実体
経済は相対的に堅調であり、中国などでも景気浮揚策を打ち出している
ことなどから、今後米国およびグローバルな景気が顕著に落ち込んでい
くというシナリオとなる可能性は低いと思われます。

株価水準の面を見ても、米国株式において足元極端な割高感はない*こ
となどを考え合わせますと、市況における下値は堅いのではないかと思
われます。

基本スタンス
【グラフ1】失業率と実質個人消費支出の推移

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間）2005年１月～2019年4月、月次

【グラフ2】主要先進国の政策金利の推移

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間）2005年１月1日～2019年6月6日、日次
※米国はＦＦ目標金利（レンジ上限値）、ユーロ圏は欧州中央
銀行発表金利、英国はバンクレート

安井 陽一郎のアメリカ出張記

今回は、米国のソフトウェア企業について紹介します。
最近日本でも、サブスクリプション方式（略して“サブスク”等とよばれ
ている）、SaaS（サース、Software as a Service）等といった新しい
ソフトウェア企業の事業形態が注目されるようになってきました。日本
に関連企業も存在するようです。

しかしなんといっても、米国は、サブスク、サースの本家であり、有望
企業が多々存在します。当ファンドにて組み入れているインテュイット
は、税金、会計関連のソフトウェアをサブスク、サース形式で提供して
いる企業です。サブスクリプションの意味を調べると、「利用者がソフ
トウェアを買い取るのでなく利用した期間に応じて料金を支払う（月額
使用量等）方式」とあり、サースは、「ソフトウェアを買い取るのでな
く、必要な機能のみにアクセスしてサービスとしてとして利用する」と
あります。これだけを捉えると、「ただの分割払い」ではと思われる方
もいると思いますが、会計的、事業的にはいくつかの特徴があります。

第1は会計面です。ソフトウェアを売り切り型で販売している企業の場合、
当該年度の営業経費はその年度の売上を達成するために費やされた経費
です。ところが、サブスクの場合、いったん顧客になるとその顧客は長
期間使用料を支払い続けてくれるわけですから、言わば将来の売上のた
めに費やした経費です。経費の前払いのかたちになるため、PER（株価
収益率）等でみた株価水準が割高にみえてしまう傾向があります。
第2は、製品、価格を常に調整し、最適化できるという点です。売り切り
型ですと、その後顧客がどの機能をどの頻度で使ったかはわかりません。
サースは顧客がその都度アクセスしているため、顧客情報を分析し、フ
レキシブルに価格、サービスを変更できます。

今後、米国で勢いのあるこのビジネスモデルの拡大が、次世代の代表的
な企業成長の原動力の一つとなるのではないでしょうか。
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 アプリで税金、会計データを管理できる手軽さを訴求。
 特に小規模企業や個人向けに注力し、直近の売上高の9割

をこれらのセグメントが占める。
 主力商品である会計ソフト「QuickBooks」の“サブスク”

契約者は400万人を超える。

インテュイットの「サブスク」モデル

小規模企業、個人向けに注力し事業を拡大
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*2019年6月7日時点のダウ・ジョーンズ工業株価平均における予想PER（株価収益率）は16.1倍と、
直近3年平均の16.9倍を下回る。

出所）Bloombergデータを基に三菱UFJ国際投信作成
期間）2012年～2020年、年次 ※2019年、2020年のEPSは
予想値。基本データは2019年6月7日時点。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。
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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
投資対象 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。

為替対応方針 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。

運用方法／運用プロセス 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）とは、ダウ・ジョーンズが米国を代表する30銘柄を選出し指数化したものです。日本では、「ダウ平均」、「NY（ニュー
ヨーク）ダウ」、「ダウ工業株30種」などと呼ばれています。なお、同指数はファンドのベンチマークではありません。

分配方針 年４回の決算時に分配を行います。
● 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。

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。

■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。

左

※巻末の「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

■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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次世代米国代表株ファンド
愛称：メジャー・リーダー

追加型投信／海外／株式

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 ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169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 ○

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53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 ○ ○

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 ○ ○

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 ○

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20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

＜当資料で使用した指数について＞
■本資料中の指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、発行者および許諾者が指数等の正確性、完全性を保証するものではありません。
各指数等に関する免責事項等については、委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html）を合わせてご確認ください。

＜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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