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受益者の皆様へ 

2020 年 3 月 13 日 

弊社ファンドの基準価額の下落について（3月 13日） 

 

下記公募ファンドの 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。基準価額下落となりました

背景と今後の見通しについてご報告します。 

 

 

【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 3月12日 3月13日 前営業日比 騰落率

CAMベトナムファンド 12,974円 12,242円 ▲732円 ▲5.6%

ベトナム成長株インカムファンド 8,769円 8,308円 ▲461円 ▲5.3%

フィリピン株ファンド 7,703円 6,889円 ▲814円 ▲10.6%

ドバイ・アブダビ株ファンド 8,379円 7,759円 ▲620円 ▲7.4%

アセアンCAM-VIPファンド 8,331円 7,824円 ▲507円 ▲6.1%

世界シェールガス株ファンド 5,524円 4,951円 ▲573円 ▲10.4%

CAMインドシナ5カ国ファンド 7,882円 7,359円 ▲523円 ▲6.6%

CAMユーロ経済ファンド 7,270円 6,612円 ▲658円 ▲9.1%

アセアンワールドファンド 7,454円 6,972円 ▲482円 ▲6.5%

インドネシア成長株インカムファンド 6,960円 6,505円 ▲455円 ▲6.5%

世界ツーリズム株式ファンド 6,502円 5,560円 ▲942円 ▲14.5%

【為替】

為替レート 3月12日 3月13日 前営業日比 騰落率

ドル/円 104.60 105.17 ＋0.57 ＋0.5%

カナダドル/円 75.92 75.48 ▲0.44 ▲0.6%

UAEディルハム/円 28.52 28.68 ＋0.16 ＋0.6%

ユーロ/円 117.87 117.43 ▲0.44 ▲0.4%

ベトナムドン/円 0.45 0.45 ±0 ±0

インドネシア・ルピア/円 0.73 0.73 ±0 ±0

フィリピンペソ/円 2.07 2.06 ▲0.01 ▲0.5%

タイバーツ/円 3.32 3.28 ▲0.04 ▲1.2%

＊為替レートの数値・前日比は投信協会のデータに基づいて作成

【株価】

株式指数 3月11日 3月12日 前営業日比 騰落率

S&P500エネルギー株指数 252.77 221.69 ▲31.08 ▲12.3%

UAEナスダック・ドバイ20指数 2,557.23 2,344.35 ▲212.88 ▲8.3%

ストックス欧州600指数 333.17 294.93 ▲38.24 ▲11.5%

モーニングスター・グローバル・マーケッツ 2,059.39 1,862.08 ▲197.31 ▲9.6%

ベトナムVN指数 811.35 769.25 ▲42.10 ▲5.2%

フィリピン総合指数 6,353.26 5,736.27 ▲616.99 ▲9.7%

ジャカルタ総合株価指数 5,154.105 4,895.748 ▲258.357 ▲5.0%
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基準価額下落の背景と今後の見通し 

トランプ米大統領が 11 日夜の演説で、新型コロナウイルス対策として、英国を除く欧州 26 ヶ国からの外国人の入国

を 30 日間禁止すると発表しました。これを受けて経済活動の縮小懸念が高まる中、景気後退への懸念が一段と強ま

り、世界的に大幅な株安となりました。 

本日（3 月 13 日）日本時間午後、日本銀行が臨時の国債買い入れオペ（公開市場操作）を通知しました。こ

れは、市場の資金量を増加させるもので、国内株式市場はこれを好感して幾分持ち直し、その他アジアの市場も小幅に

値を戻しましたが、依然市場は不安定で先行き不透明感は拭えない状況にあります。今後、各国政府や中央銀行など

政策当局の動向を注意深く見守ってまいります。 

 

 

 

 

 

＜投資信託に関するご注意＞ 

■投資信託に係わるリスクについて  

  投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象としております。当該資産の市場における

取引価格や為替レートの変動等により基準価額は影響を受けるため、損失が生じる可能性があります。したがって、金融機

関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。 

  また、ファンドは預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失

はすべて受益者に帰属します。第一種金融商品取引業者以外の金融機関は投資者保護基金に加入しておりません。購

入の申込みにあたりましては「投資信託説明書（交付目論見書）」を予めあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご

確認いただき、ご自身でご判断ください。 

 

■投資信託に係わる費用について 

  ①お申込時に直接ご負担いただく費用  申込み手数料： 上限 3.85％(税抜 3.50％) 

  ②ご解約時に直接ご負担いただく費用  信託財産留保額： 0.3％～0.5％ 

  ③投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用  

     信託報酬： 年 1.606%（税抜き 1.46%）～2.618%（税抜き 2.38%）   

   （ハイウォーターマーク方式による実績報酬 22.0％（税抜き 20％）がかかるファンドもあります） 

  ④その他費用 

     有価証券等の取引に伴う手数料（売買委託手数料、保管手数料等）、監査費用、 

     信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用等 

        ※詳しくは各商品の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 

 

※リスクについては一般的な投資信託を想定しています。また、費用の料率等につきましては、キャピタル アセットマネジメント

が運用する投資信託のうちでの上限や範囲を示しております。投資信託に係わるリスクや費用は商品ごとに異なりますの

で、ご投資をされる際には、事前に「投資信託 説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 
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＜当資料に関するご注意＞ 

■本資料におけるデータ・分析等は過去の実績に基づくものであり、将来の市場環境の変動等を保証、示唆するものでは 

ありません。 

 

■本資料はキャピタル アセットマネジメント株式会社が、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、そ

の正確性・完全性を保証するものではありません。 

 

■本資料に記載されたキャピタル アセットマネジメント株式会社の見解や見通しは本資料作成時点のものであり、市場環

境等の変化により、予告なく変更する場合があります。 

 

 

 

 

キャピタル 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 383 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 



皆様の投資判断に関する留意事項 
【投資信託のリスク】 
投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合は為替リスクがあります。）に投資しますので、 
基準価額は変動します。従って、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。投資信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。 

【留意事項】 
・   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。 
・   投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融 
機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 

・   投資信託の収益分配は、各ファンドの分配方針に基づいて行われますが、必ず分配を行うものではなく、また、分配金の金 
額も確定したものではありません。分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が 
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 
があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入 
価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の 
運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 

【お客様にご負担いただく費用】 
■お客様が購入時に直接的に負担する費用 
購入時 手数料 ：  購入価額 × 購入口数 × 上限  3.85％（税抜 3.5％） 

■お客様が換金時に直接的に負担する費用 
換金時 手数料 ：  公社債投信 1 万口当たり上限 110 円（税抜  100 円） ※その他の投資信託にはありません 
信託財産留保額： 換金時に適用される基準価額 × 0.5％以内 
※T&D「J ﾘｰﾄﾌｧﾝﾄﾞ限定追加型 1402」(当初申込時無手数料)についてはご換金時期により信託財産留保額 3.0％～
0.5％( 2021年６月１日以降は無料 )をご負担いただきます。  

■お客様が信託財産で間接的に負担する費用 
運用管理費用（信託報酬）の実質的な負担： 純資産総額×実質上限年率 2.618％（税抜 2 . 3 8％） 
※実質的な負担とは、ファンドの投資対象が投資信託証券の場合、その投資信託証券の信託報酬を含めた報酬のことをいい
ます。なお、実質的な運用管理費用（信託報酬）は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。 
その他の費用 
※上記の他に、組入有価証券等の売買に係る売買委託手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理
に要する諸費用、海外における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入金の利息等を投資信

託財産から間接的にご負担いただく場合があります。これらの費用･手数料等は、運用状況等により変動するため、事前に料率･上
限額等を示すことはできません。 

●お客様にご負担いただく費用につきましては、運用状況等により変動する費用があることから、事前に合計金額若しくはその 
上限額又はこれらの計算方法を示すことはできません。 

●上記の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。各費用項目の料率は、販売会社である香川 
証券株式会社が取扱うすべての公募投資信託のうち、最高の料率を記載しております。投資信託のリスクや費用は、個別 
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、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付目論見 
書）」の【投資リスク、手続 ・手数料等】をご確認ください。 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
 【香川証券株式会社】 

商 号 等 香川証券株式会社 
  登   録 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第 3号 

加 入 協 会 日本証券業協会 


