
◆3月13日の基準価額下落について

別表に記載の公募ファンドの3月13日の基準価額は、前営業日比5％以上の下落となりました。

基準価額下落の背景となりました市況動向等、および今後の見通しと運用方針につきご報告致します。

◆基準価額下落の背景となった市況動向等

3月12日の米国株式・リート市場は、大幅安となりました。欧州から米国への入国制限、ECB（欧州中銀）の利下げ見

送りなどが、市場の不安心理を高めました。今週2度目となるサーキットブレーカーが発動し、株式取引が15分間停止さ

れました。ニューヨーク連銀が流動性供給策を発表しましたが、安全資産の米国債や金の価格も下落するなど、市場

の流動性が低下している懸念もあります。

3月13日の国内株式・リート市場は大幅続落となりました。前日12日の米国株の急落を受け、リスク回避姿勢が強まり

ました。

◆今後の見通しおよび運用方針

新型肺炎ウイルスのパンデミック認定を受け、世界経済への先行き不安が一段と高まっています。主要国はこぞって

緊急経済対策や追加金融緩和に動いていますが、市場の不安心理払拭には至っていないようです。まずは中国に続

き、欧米先進国でも感染者数の増加ペースが目に見えて鈍化することが市場安定への第一歩とみています。

市場は世界経済に対する新型肺炎ウイルスの影響を図りかねており、今後想定される主要国景気の悪化に不安心

理をあおられる可能性があります。特に、2月まで良好だった米国の景気指標が3月に大きく下振れし、市場が不安定

化するリスクには注意を要します。

今後も市況動向等に十分注意を払い、引き続きコンセプトに沿った運用を継続していく方針です。

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

基準価額が5％以上下落したファンドとその背景について（3月13日）

【臨時レポート】 2020 年 3 月 13 日 現在

当レポートは8枚組です。

■コメントは作成時点のものであり将来予告なく変更されることがあります。

■また、将来の市場環境の変化または運用成果等を保証するものではありません。なお、市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。

■表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
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※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。
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ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス 7,166円 -1,096円 -13.27%
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）

＜別表＞

【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】

1,855円米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
騰落率

-16.67%
前営業日比

-389円
ファンド名 基準価額

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 1,978円 -411円 -16.37%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 2,339円 -309円 -11.67%
三菱ＵＦＪ 欧豪リートファンド（毎月決算型） 3,774円 -494円 -11.57%

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン 7,251円 -978円 -11.88%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学 7,102円 -952円 -11.82%

5,096円 -693円 -11.97%
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式ファンド（ラップ向け） 9,882円 -1,336円 -11.91%

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型） 7,894円 -984円 -11.08%
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 11,541円

三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 6,243円 -803円 -11.40%
世界資源株ファンド 3,572円 -446円 -11.10%

-10.98%-1,424円

欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし） 6,552円 -857円 -11.57%
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 6,470円 -834円 -11.42%

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け） 9,875円 -1,164円 -10.54%
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス 26,125円 -3,067円 -10.51%

-373円 -10.61%
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 4,597円 -545円 -10.60%

ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞(毎月分配型) 3,144円

6,583円 -785円 -10.65%
9,069円 -1,084円 -10.68%

-10.74%-913円7,591円

欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり） 7,642円 -885円 -10.38%
グローバル株式インカム（毎月決算型） 6,231円 -719円 -10.35%

-10.34%-1,182円

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド 24,788円 -2,909円 -10.50%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内リートインデックス 7,220円 -847円 -10.50%

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり 7,258円 -826円 -10.22%
先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり 8,712円 -991円 -10.21%

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 米国ハイインカムリートファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 宇宙開発 7,984円 -917円 -10.30%

6,643円 -10.30%-763円

先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型） 7,014円 -809円 -10.34%
先進国好配当株式ファンド（年２回決算型） 10,249円

-9.96%
-9.96%
-9.94%
-9.85%
-9.84%
-9.84%
-9.84%
-9.84%
-9.83%

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（年１回決算型） 12,810円 -1,425円 -10.01%

三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（毎月決算型） 14,639円 -1,643円 -10.09%
三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型） 3,746円 -418円 -10.04%

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
ファンド・マネジャー（国内リート）
ワールド・リート・オープン（資産成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス
ワールド・リート・オープン（１年決算型）
ファンド・マネジャー（海外リート）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国リートインデックス

三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 7,772円 -837円 -9.72%

1,444円 -157円 -9.81%
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ 欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 11,507円 -1,251円 -9.81%
つみたて先進国株式 9,153円 -986円 -9.72%

7,336円 -781円 -9.62%

11,221円 -1,208円 -9.72%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 9,597円 -1,033円 -9.72%
好配当海外株ファンド（ラップ向け） 8,489円 -912円 -9.70%

20,412円 -2,198円 -9.72%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 19,255円 -2,073円 -9.72%
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 17,091円 -1,840円 -9.72%

【臨時レポート】 2020 年 3 月 13 日 現在

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。

グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型） 8,617円 -749円 -8.00%

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり） 7,829円 -663円 -7.81%
次世代モビリティ社会創生株ファンド 6,743円 -562円 -7.69%

モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし） 19,261円 -1,652円 -7.90%
ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし） 7,612円 -650円 -7.87%
グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） 6,266円 -534円 -7.85%

グローバル鉄道関連株オープン 6,547円 -585円 -8.20%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり 11,786円 -1,050円 -8.18%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり 8,760円 -780円 -8.18%
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型） 6,843円 -596円 -8.01%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算型） 13,173円 -1,147円 -8.01%

海外株式セレクション（ラップ向け） 10,047円 -928円 -8.46%
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース 9,612円 -885円 -8.43%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型） 5,785円 -532円 -8.42%
ＵＳ成長株オープン（円ヘッジなしコース） 23,446円 -2,156円 -8.42%
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 7,436円 -673円 -8.30%

国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（1年決算型） 8,352円 -775円 -8.49%
オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） 9,094円 -842円 -8.47%
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞ 9,970円 -923円 -8.47%
米国成長株オープン 8,214円 -759円 -8.46%
ｅＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス 6,894円 -637円 -8.46%

ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 10,213円 -963円 -8.62%
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） 11,475円 -1,077円 -8.58%
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 5,574円 -522円 -8.56%
三菱ＵＦＪ 海外株式オープン 12,688円 -1,179円 -8.50%
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 9,278円 -862円 -8.50%

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） 11,807円 -1,135円 -8.77%
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,064円 -871円 -8.77%
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型） 7,944円 -762円 -8.75%
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 7,983円 -762円 -8.71%
三菱ＵＦＪ 米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞ 10,217円 -968円 -8.65%

三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） 3,133円 -308円 -8.95%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 8,521円 -835円 -8.92%
つみたて全世界株式 7,799円 -762円 -8.90%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞海外株式オープン 13,411円 -1,307円 -8.88%
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース 7,982円 -771円 -8.81%

次世代米国代表株ファンド 7,445円 -739円 -9.03%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ロボット 7,230円 -716円 -9.01%
ＵＳ成長株オープン（円ヘッジありコース） 16,910円 -1,674円 -9.01%
つみたて米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 7,758円 -766円 -8.99%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） 8,885円 -877円 -8.98%

米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 8,200円 -830円 -9.19%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転 9,325円 -936円 -9.12%
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 9,279円 -930円 -9.11%
三菱ＵＦＪ 世界３地域リートファンド（毎月決算型） 8,947円 -889円 -9.04%
世界のリートファンド・３地域分散タイプ（毎月決算型） 9,600円 -953円 -9.03%

ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス 9,908円 -1,010円 -9.25%
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 21,465円 -2,186円 -9.24%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 8,487円 -864円 -9.24%
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 2,162円 -220円 -9.24%
三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 7,769円 -788円 -9.21%

ｅＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス 16,218円 -1,703円 -9.50%
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン 11,653円 -1,205円 -9.37%
つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） 9,460円 -978円 -9.37%
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型） 8,189円 -837円 -9.27%
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 4,321円 -441円 -9.26%

ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし） 10,268円 -1,079円 -9.51%

＜別表＞

【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 7,504円 -791円 -9.54%
ワールド・リート・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり 7,723円 -814円 -9.53%
次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり） 7,652円 -805円 -9.52%

【臨時レポート】 2020 年 3 月 13 日 現在

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
※ファンドによっては、投資対象資産や通貨の評価対象日（ファンドへの実質的な反映日）が異なります。

＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,571円 -789円 -7.62%
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型） 7,120円 -586円 -7.60%
エマージング株式オープン 7,090円 -570円 -7.44%

外国株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用） 9,230円 -765円 -7.65%
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 10,604円 -876円 -7.63%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジあり） 14,820円 -1,224円 -7.63%

世界メディカル関連株式オープン 12,015円 -963円 -7.42%
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ｂコース（為替ヘッジなし） 41,347円 -3,312円 -7.42%
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 8,181円 -655円 -7.41%

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・オープン Ａコース（為替ヘッジあり） 29,874円 -2,401円 -7.44%
グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり） 8,564円 -688円 -7.44%
次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 8,173円 -656円 -7.43%

ＩＰＯリサーチ・オープン 6,871円 -539円 -7.27%
次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし） 7,937円 -617円 -7.21%
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 1,732円 -134円 -7.18%

アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド（毎月決算型） 8,229円 -658円 -7.40%
次世代ＲＥＩＴオープン＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 7,899円 -631円 -7.40%
次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジあり） 8,218円 -646円 -7.29%

ｅＭＡＸＩＳ 適化バランス（マイストライカー） 10,274円 -782円 -7.07%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（1年決算型） 7,621円 -577円 -7.04%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） 4,073円 -306円 -6.99%

三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 4,277円 -371円 -7.12%
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 2,794円 -214円 -7.11%
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s 8,258円 -629円 -7.08%

ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 8,111円 -605円 -6.94%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 8,112円 -605円 -6.94%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） 6,146円 -458円 -6.94%

ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 3,679円 -276円 -6.98%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース（1年決算型） 7,766円 -581円 -6.96%
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 8,167円 -611円 -6.96%

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） 8,535円 -625円 -6.82%
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型） 4,766円 -346円 -6.77%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（毎月決算型） 2,649円 -192円 -6.76%

ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 6,397円 -476円 -6.93%
ｅＭＡＸＩＳ 適化バランス（マイフォワード） 10,106円 -743円 -6.85%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルーブルコース（1年決算型） 7,115円 -523円 -6.85%

日本・小型株・ファンド 11,663円 -812円 -6.51%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル 10,104円 -701円 -6.49%
三菱ＵＦＪ　東京関連オープン（円投資型） 9,709円 -673円 -6.48%

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 4,097円 -294円 -6.70%
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s 8,805円 -625円 -6.63%
Ｊオープン（店頭・小型株） 12,064円 -845円 -6.55%

三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 8,337円 -566円 -6.36%
トレンド・アロケーション・オープン 10,820円 -734円 -6.35%
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 2,732円 -249円 -6.34%

三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 5,985円 -466円 -6.45%
いちよし 公開ベンチャー・ファンド 18,734円 -1,276円 -6.38%
いちよし ジャパン・ベンチャー・ファンド 6,301円 -429円 -6.37%

つみたて新興国株式 8,323円 -554円 -6.24%

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 8,181円 -545円 -6.25%
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 12,401円 -826円 -6.24%
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 8,364円 -557円 -6.24%

ジャパニーズ・ドリーム・オープン 13,810円 -927円 -6.29%
アセアン真成長株式ファンド 7,311円 -489円 -6.27%
新興国株式インデックスオープン 11,240円 -749円 -6.25%

＜別表＞

【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率

インドネシア株式オープン 7,993円 -531円 -6.23%
チャインドネシア株式オープン 13,816円 -912円 -6.19%
オーストラリア好利回り３資産バランス（年２回決算型） 7,928円 -521円 -6.17%

三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 12,796円 -852円 -6.24%
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 7,887円 -525円 -6.24%
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※騰落率は、収益分配金（課税前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものであり、小数点第３位を四捨五入しています。
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＜別表＞

【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率
ＪＡＳＤＡＱオープン 13,228円 -867円 -6.15%
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン 11,241円 -730円 -6.10%
＜ＤＣ＞インデックスファンド２２５ 20,684円 -1,340円 -6.08%

インデックス・タイプ（ミリオン） 6,009円 -389円 -6.08%
三菱ＵＦＪ インデックス２２５オープン（確定拠出年金） 17,982円 -1,164円 -6.08%
ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス 19,762円 -1,279円 -6.08%

-284円 -6.08%
夢楽章 日経平均オープン 12,247円 -793円 -6.08%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（日経平均） 7,723円 -500円 -6.08%

インデックスファンド２２５ 4,386円

株式オ－プン 7,671円 -488円 -5.98%
日本エネルギー関連株式オープン 6,089円 -387円 -5.98%
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 4,817円 -379円 -5.95%

つみたて日本株式（日経平均） 9,250円 -598円 -6.07%
三菱ＵＦＪ 日本株オープン「３５」 9,266円 -596円 -6.04%
三菱ＵＦＪ　東京関連オープン（米ドル投資型） 10,222円 -655円 -6.02%

三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・バリューファンド 8,147円 -499円 -5.77%
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） 4,131円 -252円 -5.75%
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型） 3,397円 -207円 -5.74%

日本株バリュー・ファンド 7,105円 -445円 -5.89%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本株オープン「３５」 14,348円 -897円 -5.88%
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経中小型インデックス 7,849円 -488円 -5.85%

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型） 6,941円 -418円 -5.68%
つみたて８資産均等バランス 9,422円 -567円 -5.68%
三菱ＵＦＪ 日本株式オープン 7,779円 -468円 -5.67%

国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（1年決算型） 9,431円 -571円 -5.71%
アセアン株式オープン 5,765円 -348円 -5.69%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） 6,224円 -375円 -5.68%

ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） 10,551円 -629円 -5.63%
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 1,577円 -115円 -5.61%
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・プラス 7,369円 -438円 -5.61%

ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 17,537円 -1,053円 -5.66%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 9,551円 -573円 -5.66%
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型） 6,423円 -385円 -5.66%

日本株インカム・ファンド 9,612円 -560円 -5.51%
Ｊ・エクイティ（ＤＣ年金） 15,627円 -910円 -5.50%
Ｊ・エクイティ 6,956円 -405円 -5.50%

三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 4,221円 -280円 -5.55%
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド 7,103円 -415円 -5.52%
成長株ジャパン・オープン 15,815円 -923円 -5.51%

割安株ジャパン・オープン 12,373円 -713円 -5.45%
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型） 8,354円 -479円 -5.42%
三菱ＵＦＪ 好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型） 6,621円 -379円 -5.41%

日本好配当利回り株オープン（３ヵ月決算型） 6,799円 -395円 -5.49%
グローバル・バランス・ファンド（成長型） 10,314円 -599円 -5.49%
三菱ＵＦＪ ジャパン・アクティブ・ファンド 7,095円 -410円 -5.46%

中小型成長株ジャパン・オープン 12,107円 -692円 -5.41%
三菱ＵＦＪ グローバルイノベーション 11,590円 -660円 -5.39%
三菱ＵＦＪ バリューオープン 8,944円 -509円 -5.38%

三菱ＵＦＪ ライフプラン ７５ 11,979円 -685円 -5.41%
好配当日本株ファンド（ラップ向け） 7,293円 -417円 -5.41%
未来イノベーション成長株ファンド 7,451円 -426円 -5.41%

三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型） 2,053円 -115円 -5.30%
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型） 7,366円 -412円 -5.30%
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） 8,087円 -450円 -5.27%

ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 16,051円 -911円 -5.37%
日本株スタイル・ミックス・ファンド 7,565円 -426円 -5.33%
＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド 15,512円 -873円 -5.33%

三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型） 3,293円 -183円 -5.26%
日経アジア３００インベスタブル・アクティブ・ファンド 7,837円 -435円 -5.26%
好配当優良株ジャパン・オープン 15,282円 -848円 -5.26%
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-461円 -5.24%
三菱ＵＦＪ 日本株グロースオープン 7,615円 -421円 -5.24%
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型） 5,177円 -286円 -5.24%

システム・オ－プン 7,528円 -414円 -5.21%
ｅＭＡＸＩＳ 日経アジア３００インベスタブル・インデックス 7,329円 -403円 -5.21%
日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型） 7,059円 -388円 -5.21%

エコ・パートナーズ 7,207円 -397円 -5.22%
日経アジア３００インベスタブル・インデックス・ファンド 7,354円 -405円 -5.22%
三菱ＵＦＪ ＳＲＩファンド 7,524円 -414円 -5.22%

ネット証券専用ファンドシリーズ　日本応援株ファンド（日本株） 18,707円 -1,024円 -5.19%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） 4,118円 -225円 -5.18%
三菱ＵＦＪ 優良日本株ファンド 7,331円 -400円 -5.17%

国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（1年決算型） 8,597円 -472円 -5.20%
ｅＭＡＸＩＳ 適化バランス（マイミッドフィルダー） 10,176円 -558円 -5.20%
優良日本株ファンド 10,735円 -588円 -5.19%

ＴＨＥ日本株オープン（円投資型） 7,078円 -384円 -5.15%
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月決算型） 7,710円 -418円 -5.14%
日経平均高配当利回り株ファンド 6,875円 -372円 -5.13%

国内株式セレクション（ラップ向け） 8,271円 -451円 -5.17%
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン（確定拠出年金） 11,927円 -650円 -5.17%
三菱ＵＦＪ 日本株アクティブオープン 7,633円 -415円 -5.16%

三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型） 3,195円 -214円 -5.10%
ｅＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経４００インデックス 11,439円 -613円 -5.09%
ＪＰＸ日経４００インデックスファンド（ラップ向け） 9,094円 -487円 -5.08%

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s 9,123円 -493円 -5.13%
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型） 3,412円 -184円 -5.12%
三菱ＵＦＪ 日本成長株オープン 10,921円 -588円 -5.11%

ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 16,761円 -894円 -5.06%
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 16,507円 -880円 -5.06%
ファンド・マネジャー（国内株式） 9,792円 -522円 -5.06%

三菱ＵＦＪ スタイルセレクト・ブレンドファンド 7,955円 -425円 -5.07%
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 12,163円 -649円 -5.07%
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） 7,254円 -387円 -5.06%

これぞ、日本株 7,968円 -422円 -5.03%
トピックスオープン 5,724円 -303円 -5.03%
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン 8,388円 -442円 -5.01%

つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 8,217円 -438円 -5.06%
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 14,621円 -779円 -5.06%
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 8,661円 -461円 -5.05%

三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） 7,158円 -377円 -5.00%
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン 18,500円 -974円 -5.00%
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） 14,801円 -779円 -5.00%

国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース（毎月決算型） 7,056円 -391円 -5.25%
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（1年決算型） 7,156円 -396円 -5.24%
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型） 7,881円 -436円 -5.24%
ジャパン株式インカム（３ヵ月決算型） 8,336円

＜別表＞

【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率

【臨時レポート】 2020 年 3 月 13 日 現在

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。
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※小数点第３位四捨五入
※出所：Bloomberg

※小数点第３位四捨五入
※出所：Bloomberg

※為替レートは三菱ＵＦＪ銀行の対顧客レート仲値等
※小数点第３位四捨五入
※出所：Bloomberg

329.42
-10.40%

S&P500種株価指数 2,480.64 2,741.38 -260.74 -9.51%
S&P米国ＲＥＩＴ指数（配当込み） 1,142.03 1,274.63 -132.60

364.21

（ご参考）

3月12日 3月11日
3月11日比

騰落幅 騰落率
-9.99%

【株式・REIT相場】

NYダウ工業株30種平均株価 21,200.62 23,553.22 -2,352.60

【為替相場】

3月13日 3月12日

-5.75%

騰落率
-1,128.58 -6.08%

-66.18 -4.98%
-7.89

-34.79 -9.55%S&P先進国REIT指数（米ドルヘッジ、配当込み）

599.82 -34.51

日経平均株価（日経２２５） 17,431.05 18,559.63
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） 1,261.70 1,327.88
JASDAQインデックス 122.63 130.52
東証REIT指数 1,596.30 1,783.50
東証マザーズ指数 565.31

騰落幅

-6.05%
-187.20 -10.50%

3月12日比

3月12日
3月12日比

騰落幅
0.54%0.57円／米ドル 104.60105.17

3月13日
騰落率

【臨時レポート】 2020 年 3 月 13 日 現在

■後記の「本資料のご利用にあたっての注意事項等」をご覧ください。

日経平均株価（日経２２５）に関する著作権、知的所有権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は本商品を保証するものではなく、本

商品について一切の責任を負いません。

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、東証ＲＥＩＴ指数、東証マザーズ指数に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ指数（配当込み）、S&P先進国REIT指数（米ドルヘッジ、配当込み）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセン

スが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s FinancialServices LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow 

Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサ

ブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、

保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ指

数（配当込み）、S&P先進国REIT指数（米ドルヘッジ、配当込み）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
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加入協会 一般社団法人投資信託協会

設定・運用 …三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号

一般社団法人日本投資顧問業協会

【臨時レポート】 2020 年 3 月 13 日 現在

【投資信託のリスクとお客さまにご負担いただく費用について】

◎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およびリート等の値動きのある証券を投資対象としているため、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基準価額が変動します。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者
のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの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。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、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）、目論見
書補完書面等をよくご覧ください。

◎投資信託に係る費用について
（ご投資いただくお客さまには以下の費用をご負担いただきます。）
■購入時（ファンドによっては換金時）に直接ご負担いただく費用

・購入時（換金時）手数料 … 上限 3.3％（税込）
※一部のファンドについては、購入時（換金時）手数料額（上限 38,500円（税込））を定めているものがあります。

■購入時・換金時に直接ご負担いただく費用
・信託財産留保額 … ファンドにより変動するものがあるため､事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を表示

することができません｡
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

・運用管理費用（信託報酬） … 上限 年3.41％（税込）
※一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。

・その他の費用・手数料
上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）、目論見書補完書面等で
ご確認ください。
※その他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計金額等を記載することはで
きません。

《ご注意》
上記の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、三菱ＵＦＪ国際投
信が運用するすべての公募投資信託のうち、ご負担いただくそれぞれの費用における 高の料率を記載しております。投資信
託に係るリスクや費用は、それぞれ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）、目論見書補完書面等をご覧ください。

【本資料のご利用にあたっての注意事項等】

■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする 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。

■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。

■本資料中のグラフ・数値等は、過去の実績・状況であり、将来の市場環境等や運用成果等を示唆・保証するものではありませ

ん。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の

登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

■クローズド期間のある投資信託は、クローズド期間中は換金の請求を受け付けることができませんのでご留意ください。

■投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。
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