
 
 

2020年3月17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 
 
 

海外の株式・リート市場の下落等を受けて､以下の当社投資信託の 2020年3月17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17日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファンド名 愛　称
基準価額
（円）

騰落幅
（円）

騰落率
（％）※

グローバル・エクセレント・オープン 世界連峰 9,710 -855 -8.09

先進国連続増配成長株オープン 11,636 -1,103 -8.66

次世代モビリティオープン（為替ヘッジあ
り）

7,172 -879 -10.92

次世代モビリティオープン（為替ヘッジな
し）

7,277 -897 -10.97

グローバル・リート・セレクション 3,345 -679 -16.87

チャイナ・ロード 西遊記 7,612 -480 -5.93

シェール関連株オープン 3,867 -542 -12.29

米国連続増配成長株オープン 女神さま・オープン 11,598 -1,325 -10.25

米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算
型）

女神さま・オープン
（3ヵ月決算型）

7,572 -871 -10.32

シャリア関連アセアン株式オープン イスカンダルの光 4,623 -352 -7.08

米国バイオ＆テクノロジー株オープン 8,139 -991 -10.85

米国中小型株オープン 9,582 -1,285 -11.82

米国中小型株オープン（3ヵ月決算型） 6,116 -832 -11.97

新興国連続増配成長株オープン 7,434 -509 -6.41

アジア中小型株オープン 6,841 -381 -5.28



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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 

ファンド名 愛　称
基準価額
（円）

騰落幅
（円）

騰落率
（％）※

東南アジア成長株オープン アセアン・ドリーム 7,001 -422 -5.69

中国A株オープン 15,539 -818 -5.00

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）

6,657 -872 -11.58

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）

6,465 -881 -11.99

世界3資産分散ファンド 4,830 -415 -7.91

インカム資産オープン（アジア・オセアニ
ア）

8,815 -715 -7.50

米国優先リート17-07（為替ヘッジあり） 7,064 -725 -9.31

ワールド・リート・セレクション（米国） 十二絵巻 1,447 -316 -17.92

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)

1,984 -414 -17.26

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） 12,296 -2,685 -17.92

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）

10,552 -2,199 -17.25

ワールド・リート・セレクション（欧州） 1,270 -128 -9.16

ワールド・リート・セレクション（アジ
ア）

4,914 -483 -8.95

ワールド・リート・セレクション（アジ
ア）（年2回決算型）

13,416 -1,321 -8.96

米国優先リートオープン（毎月決算型）
（為替ヘッジあり）

6,599 -680 -9.34

米国優先リートオープン（毎月決算型）
（為替ヘッジなし）

6,036 -654 -9.78

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 6,824 -1,674 -19.70

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 6,283 -1,638 -20.68

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 6,872 -1,680 -19.64

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 6,338 -1,634 -20.50

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 7,248 -1,785 -19.76

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 6,911 -1,798 -20.65



 
 

 

  ○ 基準価額の主な変動要因 

【海外の株式市場・リート市場の下落】 

 欧米で新型コロナウィルスの感染者数が、引き続き増大していることや、トランプ米大統領が自国の景気後退

入りの可能性を示唆したことなどから、ニューヨーク・ダウ工業株30種平均が史上最大の下げ幅となるなど、海

外の株式市場・リート市場が下落しました。 

 

【主な株価指数の動き】 

（下記株価指数については、3月16日の株価は17日の基準価額、3月13日の株価は16日の基準価額にそれぞれ

反映されます） 

指数 3月16日 3月13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） 20,188.52 23,185.62 ▲2,997.10 ▲12.93 

S&P 500指数 2,386.13 2,711.02 ▲324.89 ▲11.98 

MSCIヨーロッパ・インデックス 95.27 100.03 ▲4.76 ▲4.76 

MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index 428.9873 456.9423 ▲27.9550 ▲6.12 

MSCI エマージング・マーケット IMIインデック

ス 
817.31 874.47 ▲57.16 ▲6.54 

FTSE NAREIT All Equity REITs Total Return 

Index（米国REIT） 
15,229.76 18,571.54 ▲3,341.78 ▲17.99 

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index  

（ヨーロッパREIT） 
1,690.95 1,872.90 ▲181.95 ▲9.71 

S&P シンガポール REIT 指数（課税後配当込み）

（現地通貨） 
578.944 643.879 ▲64.94 ▲10.08 

（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 

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。 



この資料は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品の投資勧誘を目的として作成したものではありませ

ん。 投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 

 

 金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます。 

 

むさし証券の概要 

 商 号 等 ：むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第１０５号 

  加入協会 ：日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

 

 

リスクについて 

◎ 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券（上場有価証券等）の売買等にあたっては、株式相

場、金利水準等の変動や、投資信託、投資証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株

式、債券、投資信託、不動産、商品等（裏付け資産）の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価

格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 

◎ 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業

務や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそ

れがあります。 

◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限

がありますのでご留意ください。 

◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、為替相

場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券を円貨換

算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがありま

す。 

 

※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最

終的な裏付け資産を含みます。 

※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。 

 

手数料等諸費用について 

当社取り扱いの商品等にご投資いただく場合 

各商品毎の所定の手数料をご負担いただく場合がありますが、商品毎に異なるため、ここでは表示することができ

ません。 

また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。 

 

投資信託につきましては、手数料の他、信託報酬等・その他の費用（監査費用、運営・管理費用等）等を御負担い

ただきますが、これらの費用等は、事前に計算できませんので表示しておりません。 

 

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。 

 

【広告審査済】 


