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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成25年９月13日に届出済みの有価証券届出書（以下

「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありま

すのでこれを訂正するため、提出するものです。

 

Ⅱ【訂正の内容】

 

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を

記載する場合は＜更新後＞とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は＜追加＞とします。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

［ファンドの目的・特色］

＜更新後＞

（略）

 

（３）【ファンドの仕組み】

③委託会社の概況

＜訂正前＞

・資本金
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2,000百万円（平成25年６月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成25年６月末現在）

（略）

＜訂正後＞

・資本金

2,000百万円（平成25年12月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成25年12月末現在）

（略）

 

２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞

（略）
ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界主要

国（日本を除く）の公社債に実質的な投資を行い、シティグループ世界国債インデックス（除く日
本、円ヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る投資成果をめざして運用を行います。

（略）

＜訂正後＞

（略）
ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界主要

国（日本を除く）の公社債に実質的な投資を行い、シティ世界国債インデックス（除く日本、円
ヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る投資成果をめざして運用を行います。

（略）

 
（２）【投資対象】
＜ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンドの概要＞

＜訂正前＞
（基本方針）

この投資信託は、世界主要国の公社債（日本を除く）を主要投資対象とし、シティグループ世界国
債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を
行います。

（略）
②投資態度

世界主要国の公社債（日本を除く）を主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス
（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
（略）

＜訂正後＞
（基本方針）

この投資信託は、世界主要国の公社債（日本を除く）を主要投資対象とし、シティ世界国債イン
デックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行いま
す。

（略）
②投資態度

世界主要国の公社債（日本を除く）を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス（除く日
本、円ヘッジ・円ベース）を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行います。
（略）

 

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成25年９月14日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

＜訂正後＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成26年３月15日現在のものであり、今後変更される可能性があります。
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４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞
（略）
※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税

率に応じて変更となることがあります。

＜訂正後＞
（略）
※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。

 

消費税率が８％になった場合は、以下の通りとなります。
　信託財産の純資産総額 × 年0.432％

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。
 
（４）【その他の手数料等】
＜更新後＞

（略）
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、

外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。
（略）

 

（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞

（略）
①個人の受益者に対する課税

（略）
１．収益分配金の課税

（略）

原則として、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）の税率
※
で源泉

徴収（申告不要）されます。
（略）

２．解約時および償還時の課税
（略）

10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）の税率
※
による申告分離課税

が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10.147％（所得税７％、復興特別所得税

0.147％、地方税３％）の税率
※
で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

（略）
※平成26年１月１日以降の税率は、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税
５％）となる予定です。

②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として7.147％（所得税７％、復興特別所得税

0.147％）の税率
※
で源泉徴収されます。

（略）
※平成26年１月１日以降の税率は、15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）となる予定
です。

（略）
※上記は平成25年６月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なることがあります。
（略）

＜訂正後＞
（略）

①個人の受益者に対する課税
（略）
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１．収益分配金の課税
（略）

原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率
※
で源泉

徴収（申告不要）されます。
（略）

２．解約時および償還時の課税
（略）

20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率
※
による申告分離課税

が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税

0.315％、地方税５％）の税率
※
で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

（略）
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税

0.315％）の税率
※
で源泉徴収されます。

（略）
※上記は平成26年１月１日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更

になることがあります。
（略）

 

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 6/35



５【運用状況】

＜更新後＞

（１）【投資状況】
   平成25年12月30日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 3,452,002,469 99.75

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 8,507,432 0.25

 純資産総額  3,460,509,901 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄

      平成25年12月30日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

日本
ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券
オープンマザーファンド

親投資信託
受益証券 ― 2,471,187,966

1.3955
1.3969

3,448,542,807
3,452,002,469

―
― 99.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成25年12月30日現在

種類／業種別 投資比率(％)

親投資信託受益証券 99.75

合　計 99.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成25年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推

移は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第1計算期間末日
（平成25年 6月17日）

1,556,525,572
1,556,525,572

（分配付）
（分配落）

10,141
10,141

（分配付）
（分配落）

平成24年12月末日 48,024,660  10,151 

平成25年 1月末日 111,536,456  10,053 

2月末日 314,679,069  10,076 

3月末日 614,080,286  10,129 

4月末日 1,314,153,274  10,325 

5月末日 842,740,362  10,171 

6月末日 1,611,190,877  9,998 

7月末日 1,544,696,121  10,027 

8月末日 1,370,524,863  9,969 

9月末日 3,770,931,337  10,031 

10月末日 3,899,608,169  10,126 

11月末日 3,845,008,223  10,120 

12月末日 3,460,509,901  10,019 
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②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

第1計算期間 0円
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第1計算期間 1.41

第1計算期間末日から
平成25年12月末日までの期間

△1.20

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して
得た数に100を乗じて得た数。ただし、第1計算期間末日から平成25年12月末日までの期間につい
ては平成25年12月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じて得た数。

 

（４）【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

第1計算期間 2,124,487,520 589,553,011 1,534,934,509

第2計算期期首から
平成25年12月30日までの期間

3,696,938,608 1,777,865,119 3,454,007,998

 

＜参考＞

「ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」

（１）投資状況
   平成25年12月30日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

国債証券 アメリカ 91,134,927,172 40.67

 イタリア 34,796,881,438 15.53

 スペイン 20,787,019,767 9.28

 フランス 19,884,992,255 8.87

 イギリス 18,830,102,740 8.40

 ドイツ 16,399,250,014 7.32

 カナダ 5,986,270,128 2.67

 ベルギー 5,952,289,931 2.66

 オランダ 3,839,295,088 1.71

 オーストラリア 3,328,690,377 1.49

 ポーランド 2,154,581,975 0.96

 スウェーデン 1,435,410,192 0.64

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― △448,654,754 △0.20

 純資産総額  224,081,056,323 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄

      平成25年12月30日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 券面総額 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

アメリカ 4.5 T-NOTE 151115 国債証券 ― 138,700,000.00
11,587.54

11,356.1841
16,071,929,295
15,751,027,448

4.500000
2015/11/15 7.03

アメリカ 4.75 T-NOTE 170815 国債証券 ― 99,000,000.00
12,243.35

11,901.6597
12,120,920,367
11,782,643,167

4.750000
2017/08/15 5.26

アメリカ 4.875 T-NOTE 160815 国債証券 ― 95,500,000.00
11,889.03

11,707.7586
11,354,026,978
11,180,909,488

4.875000
2016/08/15 4.99

アメリカ 2.5 T-NOTE 150430 国債証券 ― 88,000,000.00
10,976.36

10,859.2867
9,659,204,280
9,556,172,381

2.500000
2015/04/30 4.26

アメリカ 4 T-NOTE 180815 国債証券 ― 67,000,000.00
12,006.77

11,687.5863
8,044,542,204
7,830,682,839

4.000000
2018/08/15 3.49

スペイン 3.25 SPAIN GOVT 160430 国債証券 ― 41,500,000.00
14,818.11

14,974.2367
6,149,518,042
6,214,308,251

3.250000
2016/04/30 2.77
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スペイン 4.25 SPAIN GOVT 161031 国債証券 ― 40,000,000.00
15,142.49

15,381.1020
6,056,997,900
6,152,440,800

4.250000
2016/10/31 2.75

フランス 3.25 O.A.T 211025 国債証券 ― 38,200,000.00
15,968.55

15,831.4822
6,099,987,819
6,047,626,219

3.250000
2021/10/25 2.70

イタリア 4.75 ITALY GOVT 170501 国債証券 ― 31,500,000.00
15,479.59

15,681.3555
4,876,073,325
4,939,626,982

4.750000
2017/05/01 2.20

フランス 4.25 O.A.T 190425 国債証券 ― 29,600,000.00
17,048.45

16,653.9157
5,046,341,718
4,929,559,062

4.250000
2019/04/25 2.20

ドイツ 3.5 BUND 190704 国債証券 ― 29,000,000.00
16,748.92

16,373.9692
4,857,187,815
4,748,451,082

3.500000
2019/07/04 2.12

イタリア 4.25 ITALY GOVT 150201 国債証券 ― 31,500,000.00
15,084.18

15,008.3235
4,751,518,890
4,727,621,902

4.250000
2015/02/01 2.11

イタリア 6.5 ITALY GOVT 271101 国債証券 ― 26,500,000.00
17,338.83

17,430.6585
4,594,792,365
4,619,124,502

6.500000
2027/11/01 2.06

ドイツ 2.5 BUND 210104 国債証券 ― 29,100,000.00
16,071.54

15,544.2832
4,676,818,140
4,523,386,425

2.500000
2021/01/04 2.02

イタリア 4.5 ITALY GOVT 190301 国債証券 ― 27,400,000.00
15,348.13

15,620.4345
4,205,389,684
4,279,999,053

4.500000
2019/03/01 1.91

アメリカ 3.625 T-NOTE 210215 国債証券 ― 36,700,000.00
11,933.22

11,369.7696
4,379,493,800
4,172,705,445

3.625000
2021/02/15 1.86

スペイン 4.65 SPAIN GOVT 250730 国債証券 ― 27,600,000.00
14,378.99

14,797.2757
3,968,602,812
4,084,048,107

4.650000
2025/07/30 1.82

アメリカ 1.375 T-NOTE 181231 国債証券 ― 37,000,000.00
10,651.80

10,359.5076
3,941,166,086
3,833,017,832

1.375000
2018/12/31 1.71

アメリカ 1.625 T-NOTE 221115 国債証券 ― 40,000,000.00
10,020.48
9,513.0942

4,008,192,480
3,805,237,687

1.625000
2022/11/15 1.70

イタリア 5.25 ITALY GOVT 291101 国債証券 ― 23,000,000.00
15,355.56

15,549.3600
3,531,778,935
3,576,352,800

5.250000
2029/11/01 1.60

フランス 5.5 O.A.T 290425 国債証券 ― 18,500,000.00
19,707.94

18,923.2230
3,645,969,547
3,500,796,255

5.500000
2029/04/25 1.56

イギリス 4.75 GILT 381207 国債証券 ― 15,900,000.00
22,070.99

20,481.0912
3,509,288,236
3,256,493,500

4.750000
2038/12/07 1.45

ドイツ 1.5 BUND 230215 国債証券 ― 23,000,000.00
14,268.44

14,054.6197
3,281,741,745
3,232,562,542

1.500000
2023/02/15 1.44

アメリカ 3.625 T-NOTE 200215 国債証券 ― 28,100,000.00
12,041.63

11,472.6895
3,383,698,270
3,223,825,757

3.625000
2020/02/15 1.44

イタリア 5 ITALY GOVT 220301 国債証券 ― 20,000,000.00
15,530.50

15,747.3532
3,106,100,700
3,149,470,650

5.000000
2022/03/01 1.41

アメリカ 2.125 T-NOTE 210815 国債証券 ― 30,800,000.00
10,802.47

10,212.1263
3,327,162,300
3,145,334,909

2.125000
2021/08/15 1.40

イタリア 5.25 ITALY GOVT 170801 国債証券 ― 18,800,000.00
15,771.28

15,962.0272
2,965,001,862
3,000,861,123

5.250000
2017/08/01 1.34

アメリカ 3.625 T-NOTE 190815 国債証券 ― 25,500,000.00
11,996.12

11,483.3932
3,059,012,675
2,928,265,266

3.625000
2019/08/15 1.31

カナダ 3.25 CAN GOVT 210601 国債証券 ― 28,100,000.00
10,506.33

10,387.3452
2,952,280,135
2,918,844,006

3.250000
2021/06/01 1.30

アメリカ 4.625 T-NOTE 161115 国債証券 ― 24,000,000.00
11,965.54

11,692.9381
2,871,730,118
2,806,305,157

4.625000
2016/11/15 1.25

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成25年12月30日現在

種類／業種別 投資比率(％)

国債証券 100.20

合　計 100.20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②投資不動産物件
該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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［参考情報］
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第３【ファンドの経理状況】

＜追加＞

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 2 期中間計算期間

（平成25年6月18日から平成25年12月17日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人に

より中間監査を受けております。

   次へ
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三菱ＵＦＪ ヘッジ付外国債券オープン

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

    
第 2 期中間計算期間末

［ 平成25年12月17日現在 ］

資産の部  

 流動資産  

  コール・ローン 19,493,720

  親投資信託受益証券 3,647,942,444

  未収入金 84,046,419

  未収利息 33

  流動資産合計 3,751,482,616

 資産合計 3,751,482,616

負債の部  

 流動負債  

  未払解約金 88,605,657

  未払受託者報酬 742,930

  未払委託者報酬 5,200,442

  その他未払費用 53,431

  流動負債合計 94,602,460

 負債合計 94,602,460

純資産の部  

 元本等  

  元本 ※1
 3,625,131,380

  剰余金  

   中間剰余金又は中間欠損金（△） 31,748,776

   （分配準備積立金） 5,545,724

  元本等合計 3,656,880,156

 純資産合計 3,656,880,156

負債純資産合計 3,751,482,616
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（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

  
第 2 期中間計算期間
自 平成25年 6月18日
至 平成25年12月17日

営業収益  

 受取利息 4,940

 有価証券売買等損益 26,811,582

 営業収益合計 26,816,522

営業費用  

 受託者報酬 742,930

 委託者報酬 5,200,442

 その他費用 53,431

 営業費用合計 5,996,803

営業利益 20,819,719

経常利益 20,819,719

中間純利益 20,819,719

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 1,103,443

期首剰余金又は期首欠損金（△） 21,591,063

剰余金減少額又は欠損金増加額 9,558,563

 
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

9,515,786

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

42,777

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 31,748,776

   

 
 
 
   次へ
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（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、基準価額で評価しております。

２ その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

ファンドの計算期間

当ファンドは、原則として毎年6月15日を計算期間の末日としておりますが、前計算

期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成25年6月18日から平成25

年12月17日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 2 期中間計算期間末

［ 平成25年12月17日現在 ］

   
※１期首元本額 1,534,934,509円

 期中追加設定元本額 3,643,541,640円

 期中一部解約元本額

 

1,553,344,769円

２ 受益権の総数

 

3,625,131,380口

３ １口当たり純資産額 1.0088円

 （１万口当たり純資産額） （10,088円）
   
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
区　分

第 2 期中間計算期間末

［ 平成25年12月17日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上額、時価及びそ

の差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま

す。

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用

しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

＜参考＞

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
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「ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成25年12月17日現在 ］

金　額（円）

資産の部   

流動資産   

預金  476,429,745

コール・ローン  1,866,420,709

国債証券  224,959,828,954

派生商品評価勘定  27,193,480

未収利息  2,118,680,041

前払費用  352,920,294

流動資産合計  229,801,473,223

資産合計  229,801,473,223

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  2,512,362,580

未払解約金  885,603,436

流動負債合計  3,397,966,016

負債合計  3,397,966,016

純資産の部   

元本等   

元本 ※1 160,993,183,236

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  65,410,323,971

元本等合計  226,403,507,207

純資産合計  226,403,507,207

負債純資産合計  229,801,473,223

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から翌年6月15日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては価格情報会社等の提供

する理論価格で評価しております。

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており

ます。

３ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成25年12月17日現在 ］

   
※１期首 平成25年6月18日

 期首元本額 167,101,354,086円

 期首からの追加設定元本額 4,228,932,510円

 期首からの一部解約元本額

 

10,337,103,360円

 元本の内訳＊  

 三菱ＵＦＪ ヘッジ付外国債券オープン 2,594,000,174円

 ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンⅡ（適格機関投資家限定） 72,516,841,790円

 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 43,725,634,334円

 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） 2,645,711,495円

 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） 3,857,036,146円

 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） 33,959,217,737円

 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） 995,407,747円

 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 699,333,813円

 　　　　　　（合　計）

 

160,993,183,236円

２ 受益権の総数

 

160,993,183,236口

３ １口当たり純資産額 1.4063円

 （１万口当たり純資産額） （14,063円）
   
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 区　分 ［ 平成25年12月17日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時価及びその差

額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しておりま

す。

  デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しておりま

す。

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ

いての補足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載してお

ります。

 

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

  ［ 平成25年12月17日現在 ］

区　分 種　類 契 約 額 等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引以外の取引 為替予約取引     

 　売建     

 　　アメリカドル 90,797,485,620 ― 91,327,431,000 △529,945,380

 　　カナダドル 5,925,852,240 ― 5,999,224,000 △73,371,760

 　　オーストラリアドル 3,382,790,800 ― 3,360,555,000 22,235,800

 　　イギリスポンド 18,681,066,240 ― 18,683,824,000 △2,757,760

 　　スウェーデンクローネ 1,425,977,680 ― 1,421,020,000 4,957,680

 　　ポーランドズロチ 2,044,282,200 ― 2,092,548,000 △48,265,800

 　　ユーロ 102,143,953,120 ― 104,001,975,000 △1,858,021,880

 　合　　計 224,401,407,900 ― 226,886,577,000 △2,485,169,100

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為

替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も

近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先

物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

 
   前へ
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２【ファンドの現況】

＜更新後＞
【純資産額計算書】

平成25年12月30日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 3,461,046,185  

Ⅱ 負 債 総 額 536,284  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,460,509,901  

Ⅳ 発 行 済 口 数 3,454,007,998 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
1.0019

（ １万口当たり 10,019
 

）

 

＜参考＞

「ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成25年12月30日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 231,736,497,634  

Ⅱ 負 債 総 額 7,655,441,311  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 224,081,056,323  

Ⅳ 発 行 済 口 数 160,411,391,539 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
1.3969

（ １万口当たり 13,969
 

）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

＜訂正前＞

平成25年６月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、

124,098株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

＜訂正後＞

平成25年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、

124,098株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

 

（２）委託会社の機構

＜訂正前＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成25年６月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

＜訂正後＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成25年12月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成25年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託

を除きます。）

 

商品分類 本　数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 467 6,855,406

追加型公社債投資信託 18 827,621

単位型株式投資信託 13 312,264

単位型公社債投資信託 5 184,198

合　計 503 8,179,489

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１） 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱ＵＦＪ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」とい
う。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府
令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年

大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財
務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示

しております。
 
（２） 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自 平成24年4月1日 至

平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度に係る中間会計期間（自 平

成25年4月1日 至 平成25年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監

査を受けております。
 
（第28期事業年度の財務諸表は省略）
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＜追加＞
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

 (単位：千円)

 第29期中間会計期間

(平成25年9月30日現在)

(資産の部)    

流動資産    

　現金及び預金   23,548,500

　有価証券   6,562,983

　前払費用   236,694

　未収入金   335,237

　未収委託者報酬   4,948,498

　未収収益   56,552

　繰延税金資産   385,903

　金銭の信託   30,000

　その他   57,563

流動資産合計   36,161,935

    

固定資産    

　有形固定資産    

　　建物  ※1 259,238

　　器具備品  ※1 174,123

　　土地   1,205,031

　　有形固定資産合計   1,638,393

無形固定資産    

　　電話加入権   15,822

　　ソフトウェア   1,060,576

　　ソフトウェア仮勘定   242,958

　　無形固定資産合計   1,319,357

投資その他の資産    

　　投資有価証券   16,782,208

　　関係会社株式   320,136

　　長期性預金   2,000,000

　　長期差入保証金   819,880

　　繰延税金資産   49,612

　　その他   15,035

　　投資その他の資産合計   19,986,873

固定資産合計   22,944,625

資産合計   59,106,560
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 (単位：千円)

 第29期中間会計期間

(平成25年9月30日現在)

(負債の部)    

流動負債    

　預り金   61,657

　未払金    

　　未払収益分配金   63,875

　　未払償還金   946,113

　　未払手数料   1,982,655

　　その他未払金   72,079

　未払費用   1,409,174

　未払消費税等  ※2 176,997

　未払法人税等   1,913,828

　賞与引当金   534,891

　その他   400,856

流動負債合計   7,562,129

    

固定負債    

　退職給付引当金   246,154

　役員退職慰労引当金   53,775

　時効後支払損引当金   198,603

固定負債合計   498,533

負債合計   8,060,662

    

(純資産の部)    

株主資本    

　資本金   2,000,131

　資本剰余金    

　　資本準備金   222,096

　　資本剰余金合計   222,096

　利益剰余金    

　　利益準備金   342,589

　　その他利益剰余金    

　　　別途積立金   6,998,000

　　　繰越利益剰余金   39,994,517

　　利益剰余金合計   47,335,107

　株主資本合計   49,557,335

評価・換算差額等    

　その他有価証券

　評価差額金

  1,488,562

　評価・換算差額等合計   1,488,562

純資産合計   51,045,897

負債純資産合計   59,106,560
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(2)中間損益計算書
 (単位：千円)

 

第29期中間会計期間

（自 平成25年4月1日

    至 平成25年9月30日）

営業収益    

　委託者報酬   26,575,676

　投資顧問料   53,790

　その他営業収益   55,619

営業収益合計   26,685,086

営業費用    

　支払手数料   10,846,750

　広告宣伝費   330,957

　公告費   1,062

　調査費    

　　調査費   486,652

　　委託調査費   5,888,736

　事務委託費   116,669

　営業雑経費    

　　通信費   46,024

　　印刷費   243,552

　　協会費   20,030

　　諸会費   4,256

　　事務機器関連費   509,881

　　その他営業雑経費   4,944

営業費用合計   18,499,516

一般管理費    

　給料    

　　役員報酬   103,937

　　給料・手当   1,649,702

　　賞与引当金繰入   534,891

　福利厚生費   294,158

　交際費   10,544

　旅費交通費   75,335

　租税公課   62,774

　不動産賃借料   349,810

　退職給付費用   192,772

　役員退職慰労引当金繰入   11,027

　固定資産減価償却費  ※1 214,015

　諸経費   136,511

一般管理費合計   3,635,481

営業利益   4,550,087
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 (単位：千円)

 

第29期中間会計期間

（自 平成25年4月1日

    至 平成25年9月30日）

営業外収益    

　受取配当金   150,506

　有価証券利息   2,185

　受取利息   10,693

　投資有価証券償還益   1,862

収益分配金等時効完成分   54,825

　その他   1,293

営業外収益合計   221,366

営業外費用    

その他   4,535

営業外費用合計   4,535

経常利益   4,766,918

特別利益    

　投資有価証券売却益   177,223

特別利益合計   177,223

特別損失    

　投資有価証券売却損   34,236

　固定資産除却損   462

特別損失合計   34,698

税引前中間純利益   4,909,443

法人税、住民税及び事業税   1,913,166

法人税等調整額   △17,360

法人税等合計   1,895,805

中間純利益   3,013,637
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(3)中間株主資本等変動計算書
 (単位：千円)

 第29期中間会計期間

（自 平成25年4月1日

    至 平成25年9月30日）

株主資本  

　資本金  

　　当期首残高 2,000,131

　　当中間期変動額  

　　　当中間期変動額合計 ―

　　当中間期末残高 2,000,131

　資本剰余金  

　　資本準備金  

　　　当期首残高 222,096

　　　当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 ―

　　　当中間期末残高 222,096

　　資本剰余金合計  

　　　当期首残高 222,096

　　　当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 ―

　　　当中間期末残高 222,096

　利益剰余金  

　　利益準備金  

　　　当期首残高 342,589

　　　当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 ―

　　　当中間期末残高 342,589

　　その他利益剰余金  

　　　別途積立金  

　　　　当期首残高 6,998,000

　　　　当中間期変動額  

　　　　　当中間期変動額合計 ―

　　　　当中間期末残高 6,998,000

　　　繰越利益剰余金  

　　　　当期首残高 39,686,216

　　　　当中間期変動額  

　　　　　剰余金の配当 △2,705,336

　　　　　中間純利益 3,013,637

　　　　　当中間期変動額合計 308,301

　　　　当中間期末残高　 39,994,517

　　利益剰余金合計  

　　　当期首残高 47,026,806

　　　当中間期変動額  

　　　　剰余金の配当 △2,705,336

　　　　中間純利益 3,013,637

　　　　当中間期変動額合計 308,301

　　　当中間期末残高 47,335,107

　株主資本合計  

　　当期首残高 49,249,033

　　当中間期変動額  

　　　剰余金の配当 △2,705,336

　　　中間純利益 3,013,637

　　　当中間期変動額合計 308,301

　　当中間期末残高 49,557,335

評価・換算差額等  

　その他有価証券評価差額金  

　　当期首残高 1,797,355
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　　当中間期変動額  

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △308,792

　　　当中間期変動額合計 △308,792

　　当中間期末残高 1,488,562

　評価・換算差額等合計  

　　当期首残高 1,797,355

　　当中間期変動額  

　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △308,792

　　　当中間期変動額合計 △308,792

　　当中間期末残高 1,488,562

純資産合計  

　当期首残高 51,046,388

　当中間期変動額  

　　剰余金の配当 △2,705,336

　　中間純利益 3,013,637

　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △308,792

　　当中間期変動額合計 △490

　当中間期末残高 51,045,897
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[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券

時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
ております。

 
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

　（会計上の見積もりの変更）
　　　数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数（8年）により費用処理してお

りましたが、当中間会計期間において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用

処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

　これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそ

れぞれ108百万円減少しております。

(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるた

め、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。
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5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
 (1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事
業年度の費用として処理しております。

 
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1　有形固定資産の減価償却累計額

 
第29期中間会計期間

（平成25年9月30日現在）

建物 245,895千円

器具備品 349,802千円

 
※2　消費税等の取扱い　　

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
 

（中間損益計算書関係）
※1　減価償却実施額

 

第29期中間会計期間

（自 平成25年4月1日

　　 至 平成25年9月30日）

有形固定資産 39,230千円

無形固定資産 174,785千円

 
 
（中間株主資本等変動計算書関係）
第29期中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

 当事業年度期首

株式数　(株)

当中間会計期間

増加株式数　(株)

当中間会計期間

減少株式数　(株)

当中間会計期間末

株式数　(株)

発行済株式     

　普通株式 124,098 － － 124,098

合計 124,098 － － 124,098

 
2. 配当に関する事項

平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 2,705,336千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ １株当たり配当額 21,800円

④ 基準日 平成25年3月31日

⑤ 効力発生日 平成25年6月25日
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（金融商品関係）
第29期中間会計期間(平成25年9月30日現在)
　　金融商品の時価等に関する事項

平成25年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません
（（注２）参照）。

  中間貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 23,548,500 23,548,500 －

(2) 有価証券 6,562,983 6,562,983 －

(3) 未収委託者報酬 4,948,498 4,948,498 －

(4) 長期性預金 2,000,000 2,000,898 898

(5) 投資有価証券 16,743,308 16,743,308 －

資産計 53,803,291 53,804,190 898

(1) 未払手数料 1,982,655 1,982,655 －

(2) 未払法人税等 1,913,828 1,913,828 －

負債計 3,896,483 3,896,483 －

 
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
　資　産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。
(2)有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっており、投資信託は基準価額によっております。

(4)長期性預金
契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価

値を算定しております。
(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。
　負　債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。
 
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格

がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。

 
（有価証券関係）
第29期中間会計期間（平成25年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格がな
く、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

 
2. その他有価証券

 種類
中間貸借対照表

計上額（千円）

取得原価

（千円）
差額（千円）

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

株式 － － －

債券 － － －

その他 11,667,373 9,779,767 1,887,605

小　　計 11,667,373 9,779,767 1,887,605

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 － － －

債券 － － －

その他 5,638,918 5,667,796 △28,877

小　　計 5,638,918 5,667,796 △28,877

合　　計 17,306,292 15,447,564 1,858,727

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
 
（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

 
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第29期中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
[関連情報]
第29期中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。

 
2. 地域ごとの情報

（1）営業収益
　　　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
 

（2）有形固定資産
　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 
3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
 

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
（１株当たり情報）
　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第29期中間会計期間

（平成25年9月30日現在）

1株当たり純資産額 411,335.37円

(算定上の基礎)  

純資産の部の合計額（千円） 51,045,897

普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 51,045,897

1株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末の普通株式の数（株）
124,098

 
　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

第29期中間会計期間

（自 平成25年4月1日

    至 平成25年9月30日）

1株当たり中間純利益金額 24,284.33円

(算定上の基礎)  

中間純利益金額（千円） 3,013,637

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 3,013,637

普通株式の期中平均株式数（株） 124,098

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。
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５【その他】

①定款の変更等

＜訂正前＞

平成25年６月21日付で、定款について次の変更を行いました。

・公告方法の変更（日本経済新聞に掲載する方法から電子公告（ただし、事故その他やむを得な

い事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法による）に

変更）

＜訂正後＞

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

＜訂正前＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成25年３月末現在）

（略）

＜訂正後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成25年９月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成25年９月末現在）
③事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
銀行業務および信託業務を営ん
でいます。

 

３【資本関係】

＜訂正前＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成25年６月末現在）

（略）

＜訂正後＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成25年12月末現在）

（略）
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成26年１月22日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

あらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　和田　渉　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

掲げられている三菱ＵＦＪ ヘッジ付外国債券オープンの平成25年６月18日から平成25年12月17日までの中間計算期間

の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ

た。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、三菱ＵＦＪ ヘッジ付外国債券オープンの平成25年12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中

間計算期間（平成25年６月18日から平成25年12月17日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

利害関係

三菱ＵＦＪ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は委託会社が別途保管しております。なお、中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 

   次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成２５年１２月６日

 

三菱ＵＦＪ投信株式会社

取締役会　御中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 樋口　誠之　　　印

    

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山田　信之　　　印

    

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月

３１日までの第２９期事業年度の中間会計期間（平成２５年４月１日から平成２５年９月３０日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、

重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査

の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中

間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの

合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること

を求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状

況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する中間会計期間（平成２５年４月１日から平成２５年９月３０日まで）の経営成績に関する有

用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は委託会社が別途保管しております。
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