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上場 ETF に係る管理会社の商号の変更に関するお知らせ

上場 ETF に係る管理会社である三菱 UFJ 国際投信株式会社（以下、当社）は、本日の取締役会において、

商号を変更することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1．商号の変更について

（1）新商号

三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社 （英文表記：Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）

（2）変更の理由

当社は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループ子会社における資産運用ビジネスの中核として、個人

投資家・法人投資家向けに幅広いソリューションを提供する総合運用会社を目指していくことを踏まえ、より

相応しい商号に変更いたします（詳細は別添ご参照）。

（3）変更予定日

2023 年 10 月 1 日
※本商号変更は、2022 年 11 月 14 日開催予定の臨時株主総会において、定款の一部変更が承認されることが条件となります。

2．本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響

本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。

番号 銘柄名 銘柄コード

1 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553

以上



2022 年 10 月 28 日

各位

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

三菱 UFJ 国際投信株式会社

M U 投 資 顧 問 株 式 会 社

三菱 UFJ国際投信株式会社と MU投資顧問株式会社の商号変更のお知らせ

三菱 UFJ 信託銀行株式会社（取締役社長:長島
ながしま

巌
いわお

、以下 三菱 UFJ 信託銀行）の子会社である

三菱 UFJ 国際投信株式会社（取締役社長:横川
よこかわ

直
すなお

、以下 三菱 UFJ 国際投信）と MU 投資顧問株

式会社（取締役社長:鈴木
す ず き

晃
あきら

、以下 MU 投資顧問）の商号変更についてお知らせいたします。

1．背景

三菱 UFJ 国際投信と MU 投資顧問は、グループの資産運用ビジネス強化のため、MU 投資顧問

の有価証券投資における運用・営業等の関連機能を三菱 UFJ 国際投信へ統合（以下 本統合）する

方針を決定し*1、2023 年 10 月 1 日を統合予定日として検討を進めています。

また、MU 投資顧問の不動産運用に関しては引き続き MU 投資顧問が行い、グループの不動産

運用の中核を担う会社として、私募 REIT 等の不動産運用ビジネス拡大を推進して参ります。

*1 2022 年 7 月 29 日付プレスリリース「グループの資産運用ビジネスの強化について」

https://www.am.mufg.jp/text/release_220729.pdf

2．商号変更の内容

両社の取締役会にて商号を以下の通り変更することを決定いたしました。尚、本決定は両社の

株主総会決議を前提としております。

（1）新商号

＜三菱 UFJ 国際投信＞

現商号
三菱 UFJ 国際投信株式会社

（英文名: Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.）

新商号
三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社

（英文名:Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）

変更日 2023 年 10 月 1 日

  

別添

1



＜MU 投資顧問＞

現商号
MU 投資顧問株式会社

（英文名: MU Investments Co., Ltd.）

新商号
三菱 UFJ 不動産投資顧問株式会社

（英文名: Mitsubishi UFJ Real Estate Asset Management Co., Ltd.)

変更日 2023 年 10 月 1 日

（2）商号変更の理由

本統合後、三菱 UFJ 国際投信は投資信託に限らず投資一任業務など資産運用に係る幅広い業

務を担い、MU 投資顧問は不動産運用の専門会社としてグループ内で不動産運用ビジネスの拡

大を牽引して参ります。そのため両社の資産運用ビジネスに、よりふさわしい新しい商号に変

更することで、お客さまに選ばれ続ける運用会社を目指します。

3．当事会社の概要（数字は 2022 年 3 月末時点）

商号 三菱UFJ国際投信株式会社

(英文名：Mitsubishi UFJ Kokusai 

Asset Management Co., Ltd.）

MU投資顧問株式会社

(英文名：MU Investments Co., Ltd.)

事業内容 公募および私募投資信託の設定・

運用など

投資顧問業、私募投資信託の

設定・運用、不動産投資法人の

資産運用など

設立年月 1985年8月 1993年9月

所在地＊2 東京都千代田区有楽町一丁目

12番1号 新有楽町ビル4階

東京都千代田区神田駿河台二丁目

3番地11 ヒューリック御茶ノ水ビル

代表者 取締役社長 横川 直 取締役社長 鈴木 晃

資本金 20億円 12億円

従業員数 788名 101名

株主構成 三菱UFJ信託銀行株式会社(100%) 三菱UFJ信託銀行株式会社(100%)

運用資産残高 22兆4,435億円 1兆7,334億円

*2 三菱 UFJ 信託銀行のアセットマネジメント事業関係部を含むグループ各社の連携強化を目的とし、

三菱 UFJ 国際投信および MU 投資顧問は本社所在地を本統合に合わせて以下に変更する予定です。

〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 東京汐留ビルディング

以上
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