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2020年 3月 13日 

  

投投資資信信託託受受益益者者のの皆皆ささままへへ  

明治安田アセットマネジメント株式会社 

 

基準価額の変動についてのお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、3 月 12 日の外国株式相場および米国リート相場ならびに 3 月 13 日の国内株式相場、国内リ

ート相場の変動に伴い、当社の下記のファンドにおいて基準価額が大きく変動しましたのでお知らせ

いたします。 

 

記 

 

 

3月 13日の基準価額および騰落率 

ファンド名 基準価額（円） 前日比（円） 騰落率（％） 

ミリオン（従業員積立投資プラン） 
インデックスポートフォリオ 6,244 ▲402 ▲6.05 

ミリオン（従業員積立投資プラン） 
フィナンシャルミックスポートフォリオ 5,491 ▲328 ▲5.64 

明治安田Ｊ－ＲＥＩＴ戦略ファンド 
（毎月分配型） 8,058 ▲898 ▲10.03 

明治安田ＤＣ中小型株式オープン 22,321 ▲1,269 ▲5.38 

明治安田米国中小型成長株式ファンド 7,430 ▲645 ▲7.99 

ストラテジック・リート・ファンド‐予想 
分配金提示型‐Ａコース（為替ヘッジあり） 7,831 ▲966 ▲10.98 

ストラテジック・リート・ファンド‐予想 
分配金提示型‐Ｂコース（為替ヘッジなし） 7,872 ▲960 ▲10.87 

米国ツイン・スターズ・ファンド－予想 
分配金提示型－Ａコース（為替ヘッジあり） 9,071 ▲512 ▲5.34 

米国ツイン・スターズ・ファンド－予想 
分配金提示型－Ｂコース（為替ヘッジなし） 8,847 ▲473 ▲5.08 

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・

ファンド（毎月決算型） 2,875 ▲271 ▲8.61 

明治安田女性活躍推進ファンド 7,393 ▲429 ▲5.48 

欧州厳選株式ファンド 7,282 ▲854 ▲10.50 

成長応援日本株ファンド 7,310 ▲506 ▲6.47 
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ファンド名 基準価額（円） 前日比（円） 騰落率（％） 

ノーロード明治安田５資産バランス 
（積極コース） 9,893 ▲540 ▲5.18 

ノーロード明治安田Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ 10,296 ▲1,188 ▲10.34 

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジあり） 9,128 ▲911 ▲9.07 

スイス好配当株式ファンド（為替ヘッジなし） 8,734 ▲913 ▲9.46 

明治安田日本中小型成長株式ファンド 6,085 ▲345 ▲5.37 

明治安田ＤＣ日本株式アクティブ・ 
ポートフォリオ 8,086 ▲427 ▲5.02 

明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン 17,648 ▲1,838 ▲9.43 

明治安田ＴＯＰＩＸオープン 15,190 ▲806 ▲5.04 

明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン 14,373 ▲762 ▲5.03 

明治安田欧州株式ファンド 8,807 ▲1,031 ▲10.48 

明治安田アメリカ株式ファンド 15,335 ▲1,557 ▲9.22 

明治安田ライフプランファンド７０ 10,765 ▲566 ▲5.00 

明治安田日本株バリューアップ・セレクト 100 12,752 ▲696 ▲5.18 

よくわかる投資入門ファンド（日本） 7,676 ▲408 ▲5.05 

小型株ファンド 34,477 ▲3,216 ▲8.53 

新成長株ファンド 23,028 ▲1,599 ▲6.49 
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【内外株式相場、内外リート相場の動き】 
 
 
 
 3 月 12 日の外国株式相場および米国リート相場は下落しました。3 月 13 日の国内株式相場および

国内リート相場は下落しました。 
 
 
 
（外国株式相場） 

指数 終値（3月 12日） 前日比 騰落率（％） 

ＮＹダウ工業株30種平均 21,200.62 ▲2,352.60 ▲9.98 

Ｓ＆Ｐ500種 2,480.64 ▲260.74 ▲9.51 

ナスダック総合 7,201.802 ▲750.249 ▲9.43 

ＦＴＳＥ100指数 5,237.48 ▲639.04 ▲10.87 

ＤＡＸ30指数 9,161.13 ▲1,277.55 ▲12.23 

ＣＡＣ40指数 4,044.26 ▲565.99 ▲12.27 

スイス・パフォーマンス指数 10,144.29 ▲1,016.88 ▲9.11 
 
 
 
（米国リート相場） 

指数 終値（3月 12日） 前日比 騰落率（％） 

ＦＴＳＥ ＮＡＲＥＩＴオール・エクイティ

ＲＥＩＴ ＴＲ指数 
17,054.37 ▲1,864.95 ▲9.86 

 
 
 
（国内株式相場） 

指数 終値（3月 13日） 前日比 騰落率（％） 

日経平均株価 17,431.05 ▲1,128.58 ▲6.08 

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） 1,261.70 ▲66.18 ▲4.98 

ジャスダック指数（JASDAQ INDEX） 122.63 ▲7.89 ▲6.05 

東証マザーズ指数 565.31 ▲34.51 ▲5.75 
 
 
 
（国内リート相場） 

指数 終値（3月 13日） 前日比 騰落率（％） 

東証ＲＥＩＴ指数 1,596.30 ▲187.20 ▲10.50 
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 3月 12日の外国株式相場および米国リート相場は下落しました。新型コロナウイルスの世界的な感染

拡大を背景に相場は調整局面にあります。12日は前日に米国大統領のテレビ演説で景気対策に踏み込ん

だ発言がなかったことおよび英国を除く欧州からの外国人の入国を禁止したことなどを背景に景気減速

懸念がさらに高まり、大きく下落しました。 

 3月 13日の国内株式相場および国内リート相場は下落しました。外国株式相場が大きく下落した流れ

に加えて、東京オリンピックの開催延期観測の台頭を背景とする国内景気の減速懸念の高まりなどから

全面安の展開となる中、ジャスダック指数および東証マザーズ指数の下落率が大きくなりました。また、

国内リート相場も大きく下落しました。 

 当面は値動きの大きい状況が続くことも予想されますが、引き続き市場動向等を注視してまいります。 

 

以 上 
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【ご留意事項】  

当資料は、投資家の皆さまがファンドの理解に資するための情報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とす

るものではありません。  

●お申込みに際しての留意事項  

・ ファンドの取得のお申込みを行う場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、

必ず投資信託説明書（交付目論見書）で内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 

・ 投資家の皆さまの投資元本は金融機関の預貯金と異なり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、元本を割り込むおそれがあります。 

・ 投資信託への投資にあたっては、投資家の皆さまに、購入時手数料や信託財産留保額のほか、信託財産を通じて

間接的に運用管理費用（信託報酬）、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等のコストをご負担いただき

ます。 

・ 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、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、また、登録

金融機関から購入された投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。  

●投資信託に係る主なリスク  

・ 投資信託は値動きのある証券等に投資します（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変

動します。したがって、金融機関の預貯金とは異なり投資元本は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、元本を割り込むおそれがあります。  

・ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。  

・ 投資信託の主なリスクには、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリー

リスク等があります。投資信託は、個別のファンドにより投資対象資産の種類や投資制限、投資対象国等が異なりま

すので、各ファンドのリスクの内容や性質はそれぞれ異なります。詳細については投資信託説明書（交付目論見書）

をご覧ください。なお、前述のリスクについては、一般的な投資信託を想定しています。  

●投資信託に係る費用  

お客さまには、以下の費用の合計をご負担いただきます。合計額については保有期間等により異なりますので、表示

することができません。  

①お申込手数料  

お申込受付日またはお申込受付日の翌営業日の基準価額に対し3.3％（税込）を上限として、各販売会社が定める

料率を乗じて得た金額とします。  

②信託財産留保額  

換金申込受付日または換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.5％の率を乗じて得た額を上限とします。  

③保有期間中にファンドが負担する費用（間接的にご負担いただく費用）  

・信託報酬 信託財産の純資産総額に対し実質的に年2.38％（税込、概算）の率を乗じて得た額を上限とします。  

・その他費用 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）を監査法人に支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲

介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資

産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用

等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。（その他の費用については、運用状況等により変動しますの

で、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更され

る場合があります。） 

※上記に記載している費用等は、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率については、明治安田アセット

マネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しています。各フ

ァンドの手数料等の詳細は、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 
 

明治安田アセットマネジメント株式会社  

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第405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 


