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足下の投資環境と基準価額の状況について

情報提供資料
データ基準日：2020年3月31日

各資産および為替レート（対円）の推移

平素は弊社ファンドをご愛顧賜り、厚く御礼申しあげます。

本レポートでは、足下の投資環境と各ファンドの直近の基準価額の状況等についてご説明申しあげます。

今後も引き続き、弊社ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

・ 2019年3月29日＝100として指数化

■ 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

（期間：2019年3月29日～2020年3月31日）

3月11日、WHO（世界保健機関）が新型コロナウイルス感染はパンデミック（世界的大流行）と宣言して以降、

世界経済の先行き不安は日増しに高まっています。

2020年初来で見ると、3月の金融市場はリスク回避一色の展開となりました。新型コロナウイルスの世界的な

感染拡大を受けた金融市場の混乱が続き、リスク資産だけでなく安全資産と位置付けられることもある米国国

債等までも売られる場面もあり、主要国の株式市場およびリート市場は大きく下落しました。

米FRB（連邦準備理事会）の緊急利下げや資産買入措置の再開、トランプ政権の大型景気対策などを筆頭に、

各国のなりふり構わぬ金融・財政対応が好感され、株価が反発する場面も見られましたがいずれも長続きせず、

収束への道筋が見えない新型ウイルス問題により経済への悪影響が警戒される流れとなりました。

為替市場では、米ドルおよびユーロの対円相場は大幅下落とはならなかったものの、豪ドルの対円相場は世界

的な景気後退懸念から大きく下落しました。

足下の投資環境

(出所）Bloombergのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成
※ 上記は指数（株式とリートは配当込）を使用しています。使用している指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。
※ 先進国債券、新興国債券、先進国株式、新興国株式、先進国リートは米ドルベースの指数を使用しており三菱ＵＦＪ国際投信が円換算しています。

（円）

・ 2019年12月31日＝100として指数化

（期間：2019年3月29日～2020年3月31日）（期間：2019年12月31日～2020年3月31日）
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各ファンドの基準価額と足下の運用状況

基準価額

（除く分配金）

2020/3/31時点

グロ－バル財産３分法ファンド（毎月決算型）　　　　　　　　　 6,245円 -19.7% -24.6%

グローバル株式インカム（毎月決算型）　　　　　　　　　　　　 6,816円 -16.9% -25.8%

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） 3,943円 -19.9% -24.9%

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）　　 3,260円 -25.4% -33.0%

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）　　 4,890円 -26.0% -26.4%

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型）　　 3,428円 -23.6% -30.1%

米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）　　 1,968円 -25.3% -32.9%

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）　　 2,232円 -18.2% -20.8%

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型）　　　　 3,672円 -30.5% -32.4%

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり　　 1,634円 -48.2% -58.0%

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし　　 1,803円 -49.4% -59.1%

国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）　　　 4,694円 -26.2% -26.9%

国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）　　　　　 5,540円 -34.1% -35.0%

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）　 7,526円 -16.1% -25.2%

ワールド・リート・オープン（資産成長型）　　　　　　　　　　 9,318円 -27.8% -33.8%

欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）　　　　　　　　 8,231円 -15.3% -20.5%

欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）　　　　　　　　 7,173円 -17.4% -23.3%

ワールド・リート・オープン（毎月決算型）　　　　　　　　　　 1,335円 -27.7% -33.8%

つみたて先進国株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,968円 -15.0% -21.6%

つみたて新興国株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,144円 -19.6% -26.0%

ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス　　　　　　　　　　　　 23,037円 -15.7% -22.3%

アメリカン・ニュー・ステージ・オープン　　　　　　　　　　　 8,059円 -15.9% -21.3%

アセアン株式オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,203円 -25.9% -33.9%

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） 11,352円 -23.6% -25.5%

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） 6,526円 -34.0% -36.5%

ｅＭＡＸＩＳ　豪州リートインデックス　　　　　　　　　　　　 7,118円 -44.1% -46.3%

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） 11,159円 -21.0% -21.7%

日本株セレクト・オープン“日本新世紀”日本株バリュー・ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,702円 -15.0% -25.8%

三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）　　　　　　　　 3,789円 -18.9% -22.7%

ファンド名
騰落率
（1ヵ月）

騰落率
（3ヵ月）

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

※基準価額（1万口当たり）は運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
※騰落率は分配金実績がある場合は分配金（課税前）を再投資したものとして計算しています。実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの

騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。
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【本資料のご利用にあたっての注意事項等】

■当資料は、受益者の皆さまに運用状況をご報告するために三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。当資料は投資勧誘を
目的とする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。

■当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。

■当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。

■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。

■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。

https://www.am.mufg.jp/

■ 本資料の作成は ■ 販売会社

本資料中の指数等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、発行者および許諾者が指数等の正確性、完全性を
保証するものではありません。各指数等に関する免責事項等については、委託会社のホームページ（https://www.am.mufg.jp/other/disclaimer.html）を合
わせてご確認ください。

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 年率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。
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本資料で使用している指数について

 国内債券：ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰI総合
 先進国債券：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
 新興国債券：ＪＰモルガンＧＢＩ-ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
 国内株式：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
 先進国株式：ＭＳＣＩ コクサイ インデックス
 新興国株式：ＭＳＣＩ エマージング・マーケット インデックス
 国内リート：東証ＲＥＩＴ指数
 先進国リート：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）


