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臨時レポート

3月10日の当社ファンドの基準価額下落について

2020年3月10日

当社が運用する以下のファンドにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大への警戒感を背景とし

た世界的なリスク回避の動きを受け、10日の基準価額が大きく下落しました。ファンドの状況と基準価

額下落の要因となりました市場動向について以下のとおりご報告いたします。
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◆ ファンドの状況

次ページに続きます。

基準価額及び下落率（前営業日比5％以上下落のファンド）

正式名称 基準価額(円) 前営業日比(円) 変動率

ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）　　　　　　　　　　 3,176 -748 -19.06%

ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）　　　　　　　　　　 3,291 -750 -18.56%
世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル）　 2,021 -326 -13.89%
世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドル）　　 3,642 -578 -13.70%
世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨） 6,294 -982 -13.50%
世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドル）　　 7,404 -1,096 -12.89%
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）　　　　　　　　　　　 2,888 -363 -11.17%
ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）　　 7,765 -950 -10.90%
ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）　　 7,953 -930 -10.47%
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）　　　　　　　　　　　 6,568 -720 -9.88%
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型）　　　　　　　　　　 9,782 -1,068 -9.84%
世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円）　　　　 7,729 -793 -9.31%
次世代通信関連　世界株式戦略ファンド　　　　　　　　　　　　 10,088 -1,008 -9.08%
ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース） 5,357 -529 -8.99%
ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券（年１回決算）（メキシコ・ペソコース） 9,348 -920 -8.96%
次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド　　　　　　　　　　　 8,139 -738 -8.31%
ブラジル公社債ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,001 -172 -7.92%
ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券（年１回決算）（ブラジル・レアルコース） 8,995 -738 -7.58%
ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース） 1,679 -137 -7.54%
ＳＭＴＡＭ　ＮＹダウインデックスオープン（為替ヘッジあり）　 9,668 -768 -7.36%
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ　インデックスファンド（為替ヘッジあり） 21,193 -1,681 -7.35%
アセアン株式ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,920 -764 -7.15%
ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　ロボ　　　　　　　　　　　　　　 10,735 -811 -7.02%
ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　宇宙　　　　　　　　　　　　　　 7,863 -593 -7.01%
エマージング株式オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,318 -672 -6.73%
米国厳選株ファンド２０１８－１０（繰上償還条件付）　　　　　 8,732 -626 -6.69%
ＳＭＴ　米国ＲＥＩＴインデックス・オープン　　　　　　　　　 9,375 -657 -6.55%
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ　インデックスファンド　　　　　　 36,956 -2,586 -6.54%
ＳＭＴ　ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン　　　　　　 17,318 -1,211 -6.54%
ＳＭＴＡＭ　ＮＹダウインデックスオープン　　　　　　　　　　 14,775 -1,033 -6.53%
ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）　　　　 9,493 -661 -6.51%
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン　　　　　　　　 15,680 -1,091 -6.51%
外国株式インデックス・オープン　　　　　　　　　　　　　　　 15,135 -1,053 -6.50%
ＤＣ外国株式インデックス・オープン　　　　　　　　　　　　　 24,465 -1,702 -6.50%
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ　　　　　　　　　　　　　 30,245 -2,104 -6.50%
ＤＣ外国株式インデックスファンド　　　　　　　　　　　　　　 20,358 -1,416 -6.50%
外国株式インデックスファンド　　　　　　　　　　　　　　　　 20,574 -1,431 -6.50%
外国株式インデックスｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22,059 -1,534 -6.50%
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）　　　　　　　　 14,700 -1,022 -6.50%
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協会分類の特殊型（ブル・ベア型）は除きます。

◆ 市場の動向

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が続き景気減速懸念が一段と強まる中、日本市場での大
幅な株価下落と円高の流れを引き継いで、9日の海外市場でも投資家のリスク回避の動きは止まら
ず、世界の株式・リート市場は全面安の展開となりました。
また、OPEC（石油輸出国機構）プラス会合で協調減産に向けた交渉が決裂し原油価格が急落した

ことから、資源関連企業を中心に信用リスクも意識されハイイールド債が売られました。

以上

正式名称 基準価額(円) 前営業日比(円) 変動率

米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型） 9,893 -643 -6.10%

米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型） 9,881 -641 -6.09%
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）　　　　　　　　　 9,921 -642 -6.08%
日米豪　株式＆ＲＥＩＴ・インカムファンド（年２回決算型）　　 9,391 -597 -5.98%
日米豪　株式＆ＲＥＩＴ・インカムファンド（毎月決算型）　　　 9,394 -596 -5.97%
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン　　　　　　 15,544 -968 -5.86%
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）　　　　 35,226 -2,192 -5.86%
欧州成長株式ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,822 -545 -5.82%
ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券（年１回決算）（トルコ・リラコース） 8,296 -504 -5.73%
ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース） 3,264 -198 -5.72%
ＳＭＴ　ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ　エコ　　　　　　　　　　　　　　 9,727 -587 -5.69%
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（年１回決算型） 10,105 -582 -5.45%
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） 9,617 -550 -5.41%
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型） 10,809 -614 -5.38%
ＳＭＴ　米国株配当貴族インデックス・オープン　　　　　　　　 12,089 -683 -5.35%
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型） 10,167 -574 -5.34%
ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券（年１回決算）（米ドルコース） 11,762 -664 -5.34%
ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース） 6,418 -361 -5.33%
米国成長株式ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,319 -1,179 -5.24%
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【ご留意事項】

 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融
商品取引法に基づく開示書類ではありません。

 ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動し
ます。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に
帰属します。

 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま
た、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また、今後予告なく変更される場合があります。

 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるい
は保証するものではありません。

 当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権、その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは
公表元に帰属します。

[投資に関しての留意事項]

◎投資信託に係るリスクについて

投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていない
ため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。した
がってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。

また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることか
ら、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書
面をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について

投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。
1.購入時に直接ご負担いただく費用 （1）購入時手数料 上限 3.85％（税込） （2）信託財産留保額 上限 0.1％
2.換金時に直接ご負担いただく費用 （1）信託財産留保額 上限 0.5％
3.保有期間中に間接的にご負担いただく費用 （1）信託報酬 上限年率 2.09％（税込、概算）
※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途
かかります。

※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。
この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額
は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。

4.その他費用 （1）上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用（*）があります。これらの費用は、運
用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。
（*）監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および
投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等

上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
表示することができません。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。

《ご注意》

上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきまし
ては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最
高の料率（作成日現在）を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々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、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。

当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、

証券取引の勧誘を目的としたものでもありません。
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