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【臨時レポート】
2020 年 6 月 12 日
ご投資家の皆様へ
しんきんアセットマネジメント投信株式会社

弊社公募投資信託の基準価額の下落について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社の公募投資信託の基準価額が本日大きく下落しましたので、その要因等について下記のとおり
お知らせいたします。
記
１．基準価額および下落率（前日比で 5％以上下落したファンド）
（2020 年 6 月 12 日現在）
ファンド名

基準価額（円） 前日比（円）

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
しんきん世界好配当利回り株ファンド（１年決算型）

3,911
7,713

-265
-525

下落率

-6.35%
-6.37%

２．主要指数
（2020 年 6 月 12 日終値）
主要指数（国内）

日経平均株価（円）
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
東証REIT指数

終値

22,305.48
1,570.68
1,716.68

前日比

-167.43
-18.24
+8.08

騰落率

-0.75%
-1.15%
+0.47%

（2020 年 6 月 11 日終値）
主要指数（海外）

ＮＹダウ（ドル）（米国）
S&P500種指数（米国）
FTSE100指数（英国）
ドイツDAX指数

終値

25,128.17
3,002.10
6,076.70
11,970.29

前日比

騰落率

前営業日比

騰落率

-1,861.82
-188.04
-252.43
-559.87

-6.90%
-5.89%
-3.99%
-4.47%

（参考）

対顧客電信相場
米ドル（円）ＴＴＭ
ユーロ（円）ＴＴＭ

6月12日
106.69円
120.38円

-0.32円（円高）
-1.42円（円高）

（出所）Bloomberg よりデータ取得し、しんきん投信作成

※ 最終頁の「本資料に関してご留意していただきたい事項」を必ずご確認ください。
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３．下落の要因
新型コロナウイルスの感染拡大がピークアウトしてきた米国や欧州各国でロックダウン
（都市封鎖等）が徐々に解除され経済活動再開の動きが広がる中、景気が早期回復に向かう
との楽観から、株式などのリスク資産を買う動きが強まっていました。ただ、6 月 9、10 日
に開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で景気回復に対して慎重な見方が示されたこ
とに加え、経済活動再開を早期に踏み切ったテキサス州やアリゾナ州などで新型コロナウイ
ルスの感染者が大きく増加していることを受け、
感染の第 2 波への警戒が強まったことから、
11 日のＮＹダウが前日比 1,861 ドル安と過去 4 番目の下げ幅を記録するなど、欧米の株価
が大きく下落しました（図表１）
。
内外の株式市場は、経済のＶ字回復を先取りする形で上伸してきたため、一旦スピード調
整が入った格好です。
４．今後の展開
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は、ゼロ金利政策と量的緩和政策を当面続ける方針を示
すとともに、新型コロナウイルス危機を乗り越えるために、あらゆる手段を使って経済を支
える強い決意を表明しています。欧州中央銀行（ＥＣＢ）についても 6 月の理事会で、パン
デミック緊急購入プログラム（ＰＥＰＰ）の資産買入れ枠を大幅に拡大し、期間を延長する
など、緩和姿勢を強めています。欧州連合（ＥＵ）が 7,500 億ユーロの共同復興基金を提案
するなど、各国が経済の下支えに動いていることも安心材料です。
とはいえ、内外の株式市場は、経済のＶ字回復を先取りする形で上伸してきため、過熱感
への警戒もくすぶります。恐怖指数と呼ばれ投資家の不安心理を表すＶＩＸ指数は、不安が
高まっていることを示す 20 ポイントを大きく上回り、6 月 11 日には再び 40 ポイント台ま
で上昇しています（図表２）
。
しばらくは不安定な動きの中、新型コロナウイルスの感染状況や経済指標などを確認しな
がら戻りを探ることになりそうです。
（2019年12月

図表1. 米株と欧州株
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図表２. VIX指数
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（注）データは2020年6月11日現在

（注）データは2020年6月11日現在

（出所）Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成

（出所）Bloombergよりデータ取得し、しんきん投信作成
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＜本資料に関してご留意していただきたい事項＞
※本資料は、ご投資家の皆様に投資判断の参考となる情報の提供を目的として、しんきんアセットマネジメント
投信株式会社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。
※本資料は、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するも
のではありません。また、いかなるデータも過去のものであり、将来の投資成果を保証・示唆するものではあ
りません。
※本資料の内容は、当社の見解を示しているに過ぎず、将来の投資成果を保証・示唆するものではありません。
記載内容は作成時点のものですので、予告なく変更する場合があります。
※投資信託は、預金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補償の対象ではありません。
また、金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
※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リスクもあります）に投資しますので、基準価額
は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されているものではありません。運用による損益は
すべて投資者の皆様に帰属します。
※特定ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社より当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）
をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。また、請
求目論見書については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて交付いたします。

【お申込みに際しての留意事項】
 投資信託に係るリスクについて
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）
に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預金と異なり投資元本が保証されてい
るものではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
また、投資信託は、個別の投資信託ごと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
（お客様に直接ご負担いただく費用）
 ご購入時の費用・・・購入時手数料 上限 3.3%(税抜 3.0%)
 ご換金時の費用・・・信託財産留保額 上限 0.3%
（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）
・・・純資産総額に対して、上限年率 1.628%(税抜年率 1.48%)
 その他の費用・・・監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有
価証券売買時の売買手数料等および外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドより実費とし
て間接的にご負担いただきます。また、投資信託証券を組み入れる場合には、お客様が間接的に
支払う費用として、当該ファンドの資産から支払われる運用管理費用、投資資産の取引費用等が
発生します。これらの費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を示すことができません。投資信託に係る上記費用（手数料等）の合計額については、
ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができま
せん。
《ご注意》
上記に記載している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。費
用の料率につきましては、しんきんアセットマネジメント投信が運用する全ての投資信託のう
ち、ご負担いただくそれぞれの費用における最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、ご投資される際には、事前に投資信
託説明書（交付目論見書）や契約締結前書面をよくお読みください。

※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。
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