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●特別勘定資産の内訳（2016年度末）●特別勘定資産の内訳（2016年度末）
（単位 ：百万円）

区分
金額

世界バランス55MU

現預金 ・ コールローン 279

有価証券 6,549

公社債 -

株式 -

外国証券 -

公社債 -

株式等 -

その他の証券 6,549

貸付金 -

その他 28

貸倒引当金 -

合計 6,857

※単位未満切捨て

●特別勘定の運用収支状況（2016年度）●特別勘定の運用収支状況（2016年度）
（単位 ：百万円）

区分
金額

世界バランス55MU

利息配当金等収入 782

有価証券売却益 -

有価証券償還益 -

有価証券評価益 2,099

為替差益 -

金融派生商品収益 -

その他の収益 -

有価証券売却損 -

有価証券償還損 -

有価証券評価損 2,322

為替差損 -

金融派生商品費用 -

その他の費用及び損失 -

収支差額 559

※単位未満切捨て

●有価証券の売買状況（2016年度）●有価証券の売買状況（2016年度）
（単位 ：千口、 千円）

特別勘定の名称 銘柄
買付 売付

口数 金額 口数 金額

世界バランス55MU
三菱UFJバランスファンド55VA

(適格機関投資家限定）
- - 1,955,771 1,819,609

※単位未満切捨て

●保有契約高（2016年度末）●保有契約高（2016年度末）
（単位 ：件、 百万円）

項目 件数 金額

年金受取総額保証付変額個人年金保険GF　三味一体(世界バランス55MU) 1,164 6,803

※単位未満切捨て

ユニット
プライス

前月比
期間収益率

(左記基準日より
2017年3月末現在まで）

2016年3月31日 101.95 2.88% 4.34%

2016年4月30日 102.28 0.33% 4.00%

2016年5月31日 102.83 0.54% 3.44%

2016年6月30日 100.34 -2.42% 6.01%

2016年7月31日 102.81 2.46% 3.46%

2016年8月31日 102.54 -0.26% 3.73%

2016年9月30日 101.82 -0.71% 4.47%

2016年10月31日 101.72 -0.09% 4.57%

2016年11月30日 103.47 1.71% 2.81%

2016年12月31日 105.19 1.66% 1.12%

2017年1月31日 104.90 -0.27% 1.40%

2017年2月28日 106.25 1.28% 0.11%

2017年3月31日 106.37 0.11% -

※ユニットプライスは小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。
前月比および期間収益率は、 小数点第3位を四捨五入しています。

※ユニットプライス （単位価格） とは、 特別勘定資産の積立金の1ユ
ニット （単位） に対する価格のことをいい、 特別勘定資産の評価を反
映しています。

金額（百万円） 構成比

投資信託 6,549 95.5%

現預金その他 308 4.5%

純資産総額 6,857 100.0%

※保険契約の解約等の異動に備えて、若干の現預金を保有しています。
※金額は単位未満を切り捨てて、 構成比は小数点第2位を四捨五入し
て、 表示しています。
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●特別勘定の運用状況（2016年度末）●特別勘定の運用状況（2016年度末）

●特別勘定の内容●特別勘定の内容

種類 特別勘定の名称 投資対象となる投資信託 運用会社 運用方針

総
合
型

世界バランス55MU
三菱UFJバランスファンド55VA
（適格機関投資家限定）

三菱UFJ
国際投信

国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託
へ分散投資を行い、 リスクを抑えながら中長期的な資産の
成長を目指します。 外国株式部分については原則として為
替ヘッジを行い、 外国債券部分については原則として為替
ヘッジを行いません。 基本資産配分は、 日本株式10%、
外国株式 （為替ヘッジあり） 45%、 外国債券 （為替ヘッジ
なし） 15%、 日本債券 （短期金融資産を含む） 30%です。
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 【組入投信の運用概況】 

 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
・投資型年金保険 三味一体（年金受取総額保証付変額個人年金保険ＧＦ）（世界バランス５５ＭＵ）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投
資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資
信託を保有するものではありません。
・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険
契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動
あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。
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