
 
 

2020年3月19日 

受益者の皆様へ 

岡三アセットマネジメント株式会社 

 

 

当社投資信託の基準価額の下落について 
 
 

国内外の株式・リート市場の下落や外国為替市場での一部通貨の下落等を受けて､以下の当社投資信託の 2020

年3月19日の基準価額が大きく下落しましたので、お知らせいたします。 

 

○ 基準価額および騰落率等（3月19日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンド名 愛　称
基準価額
（円）

騰落幅
（円）

騰落率
（％）※

次世代モビリティオープン（為替ヘッジあ
り）

6,901 -569 -7.62

次世代モビリティオープン（為替ヘッジな
し）

7,110 -499 -6.56

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決
算型）（円投資型）

インフラ・ザ・ジャパ
ン（円投資型）

7,575 -518 -6.40

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決
算型）（豪ドル投資型）

インフラ・ザ・ジャパ
ン（豪ドル投資型）

5,039 -514 -9.26

日本株式・Jリートバランスファンド 8,187 -844 -9.35

日本Ｊリートオープン（毎月分配型） 3,992 -851 -17.57

日本Jリートオープン（1年決算型） 9,661 -2,077 -17.69

くまもと未来応援ファンド 復興投信 8,534 -530 -5.85

グローバル・リート・セレクション 2,996 -374 -11.10

シェール関連株オープン 3,589 -316 -8.09

米国中小型株オープン 9,309 -817 -8.07

米国中小型株オープン（3ヵ月決算型） 5,946 -523 -8.08

新興国連続増配成長株オープン 7,034 -375 -5.06

米国好配当リバランスオープン（年２回決
算型）（為替ヘッジあり）

6,246 -627 -9.12

米国好配当リバランスオープン（年２回決
算型）（為替ヘッジなし）

6,182 -541 -8.05



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 騰落率は、分配金がある場合、分配金を考慮した騰落率 

（注）インデックス型ファンド、ブル・ベア型ファンド及びＤＣを除く 

世界3資産分散ファンド 4,628 -255 -5.22

米国優先リート17-07（為替ヘッジあり） 5,548 -1,353 -19.61

ワールド・リート・セレクション（米国） 十二絵巻 1,444 -101 -6.54

ワールド・リート・セレクション（米国）
為替ヘッジあり

十二絵巻(為替ヘッジあ
り)

1,941 -158 -7.53

ワールド・リート・セレクション（米国）
（1年決算型）

十二絵巻（1年決算型） 12,265 -858 -6.54

ワールド・リート・セレクション（米国）
為替ヘッジあり（1年決算型）

十二絵巻（為替ヘッジ
あり）（1年決算型）

10,319 -841 -7.54

ワールド・リート・セレクション（欧州） 1,160 -63 -5.15

米国優先リートオープン（毎月決算型）
（為替ヘッジあり）

5,185 -1,262 -19.57

米国優先リートオープン（毎月決算型）
（為替ヘッジなし）

4,832 -1,111 -18.69

北米リート・セレクトファンド　Aコース
（定額目標分配型／為替ヘッジあり）

ほくと星 6,105 -887 -12.69

北米リート・セレクトファンド　Bコース
（定額目標分配型／為替ヘッジなし）

ほくと星 5,697 -784 -12.10

北米リート・セレクトファンド　Cコース
（定率目標分配型／為替ヘッジあり）

ほくと星 6,151 -891 -12.65

北米リート・セレクトファンド　Dコース
（定率目標分配型／為替ヘッジなし）

ほくと星 5,746 -792 -12.11

北米リート・セレクトファンド　Eコース
（資産成長型／為替ヘッジあり）

ほくと星 6,481 -946 -12.74

北米リート・セレクトファンド　Fコース
（資産成長型／為替ヘッジなし）

ほくと星 6,265 -864 -12.12



 
 

 

  ○ 基準価額の主な変動要因 

【国内外の株式市場・リート市場の下落】 

 各国で新型コロナウィルスの感染者数が、引き続き増加しており、感染者数の急増が特に問題となっているイ

タリアでは国債価格が急落しました。また、米航空機製造大手ボーイングが、米政権への資金支援の要請を明ら

かにしたことから株価が急落したことをはじめ、米国のエネルギー関連株や金融株も大幅下落となりました。こ

れらのことから、各国でリスク回避を目的とした各種有価証券の売りがやまない状態となり、国内外の株式市場・

リート市場が下落しました。 

 

【外国為替市場での一部通貨の下落】 

 原油などの資源価格の急落から、外国為替市場で資源国通貨など一部の通貨が対円で下落しました。 

 

【主な株価指数の動き】 

指数 3月19日 3月18日 騰落幅 騰落率(%) 

日経平均株価（円） 16,552.83 16,726.55 ▲173.72 ▲1.04 

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） 1,283.22 1,270.84 +12.38 +0.97 

東証ＲＥＩＴ指数 1,145.53 1,405.69 ▲260.16 ▲18.51 

 

（下記株価指数については、3月18日の株価は19日の基準価額、3月17日の株価は18日の基準価額にそれぞれ

反映されます） 

指数 3月18日 3月17日 騰落幅 騰落率(%) 

ニューヨーク・ダウ工業株30種平均（米ドル） 19,898.92 21,237.38 ▲1,338.46 ▲6.30 

S&P 500指数 2,398.10 2,529.19 ▲131.09 ▲5.18 

MSCIヨーロッパ・インデックス 93.73 97.61 ▲3.88 ▲3.98 

MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index 407.8946 427.2867 ▲19.3921 ▲4.54 

MSCI エマージング・マーケット IMIインデック

ス 
771.45 810.11 ▲38.66 ▲4.77 

FTSE NAREIT All Equity REITs Total Return 

Index（米国REIT） 
14,648.77 16,205.65 ▲1,556.88 ▲9.61 

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index  

（ヨーロッパREIT） 
1,543.15 1,628.60 ▲85.45 ▲5.25 

S&P シンガポール REIT 指数（課税後配当込み）

（現地通貨） 
532.989 545.840 ▲12.851 ▲2.35 

（注） MSCI指数は MSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は MSCI 

Inc.に帰属します。また MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 

（出所）Bloombergデータより岡三アセットマネジメント作成 

 

【主な通貨の動き（対円）】 

通貨名 3月19日 3月18日 騰落幅（円） 騰落率(%) 

豪ドル 62.57 64.36 ▲1.79 ▲2.78 

メキシコペソ 4.58 4.68 ▲0.10 ▲2.14 

（注）外国為替相場は一般社団法人 投資信託協会の諸規則等に基づく基準価額算出に使用するレートを記載 

以 上 



 
 

 

 

皆様の投資判断に関する留意事項

【投資信託のリスク】

投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資します
ので、基準価額は変動します。従って、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。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。

【留意事項】
• 投資信託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。
• 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。

• 投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金額
も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンド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。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がある
ため、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率を示すものではありません。また、投資者の購入価額に

よっては、分配金の一部または全部が、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。

【お客様にご負担いただく費用】
 お客様が購入時に直接的に負担する費用

購入時手数料：購入価額×購入口数×上限3.85％（税抜3.5％）

 お客様が換金時に直接的に負担する費用

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3％以内

 お客様が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担

：純資産総額×実質上限年率2.09％（税抜1.90％）
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のこ
とをいいます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により
変動します。

その他費用・手数料
監 査 費 用：純資産総額×上限年率0.0132％（税抜0.012％）
※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処
理に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利
息等を投資信託財産から間接的にご負担いただく場合があります。

※監査費用を除くその他費用･手数料は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上限額等を示すことはでき
ません。

●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその上限
額又はこれらの計算方法を示すことはできません。

【岡三アセットマネジメント】
商 号：岡三アセットマネジメント株式会社

事 業 内 容：投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業
登 録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370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

   

＜本資料に関するお問合わせ先＞ 

フリーダイヤル 0120-048-214 （当社営業日の9:00～17:00） 

上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しております。各費用項目の料率は、委託会社である岡三アセットマネジメ

ント株式会社が運用する公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別の投資信託により異なり

ますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」の【投資リスク、手続 ・手数料等】を

ご確認ください。 


