
◆5月10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5月10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

5月10日の基準価額に反映される先進国株式市場は下落しました。特に米国ではS&P500種株価指数の主要11業種に

おいてエネルギー、不動産、一般消費財、情報技術と幅広い業種が軟調でした。米金融当局が米国を景気後退に陥ら

せることなく物価上昇を抑制できるかについて懸念が広まり、株式や高利回り社債、REITなど幅広いリスク資産の価格

が下落しました。また、WTI原油先物も前日価格より急落しエネルギー関連資産の価格を下押ししました。EU（欧州連合）

船舶によるロシア産原油の第三国への輸送禁止が見送られるとの観測報道が材料視されました。

為替市場では、リスク回避の動きから多くの新興国通貨が米ドルに対して下落しました。

◆今後の見通しと運用方針

市場は、当面の大幅利上げや資産圧縮開始といった米金融当局の政策方針に理解を示しつつも、堅調な景気持続と

インフレ沈静化の見通しには全幅の信頼を置けない印象です。米長期金利が節目の3％を突破するなか、今後は徐々

に景気減速リスクを意識せざるを得ない環境となりそうです。また、ウクライナ情勢は、同国東部や重要な港湾都市のあ

る南部でも激しい戦闘が続くなど厳しい状況です。ロシア産原油禁輸を表明したG7など西側諸国が対ロ制裁やウクライ

ナ軍事支援を強めるなか、中国の都市封鎖を含め供給制約によるインフレ懸念も長引きそうです。当面、リスク資産価

格は変動の大きい展開が予想されます。

ファンドの基本的な運用方針に変更はありません。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（5月10日）

【臨時レポート】 2022 年 5 月 10 日 現在

当レポートは4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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ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ドローン 16,123円 -967円 -5.66%
世界資源株ファンド 9,422円 -564円 -5.65%
三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ｂコース 13,680円 -782円 -5.41%
次世代ＲＥＩＴオープン＜資産成長型＞（為替ヘッジなし） 13,310円 -725円 -5.17%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ウェアラブル 21,159円 -1,147円 -5.14%
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 11,528円 -608円 -5.01%

※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。
※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。

＜別表＞

【基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド】

5,591円グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）
騰落率

-8.99%
前営業日比

-552円
ファンド名 基準価額

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） 16,678円 -1,643円 -8.97%
-8.52%
-8.52%
-8.27%

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）
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）
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

6,841円
13,287円
11,894円

-637円
-1,237円
-1,072円

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 4,971円 -448円 -8.27%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ クリーンテック 7,718円 -689円 -8.20%
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） 10,867円 -943円 -7.98%
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） 5,697円 -494円 -7.98%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 遺伝子工学 8,193円 -700円 -7.87%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 自動運転 24,609円 -1,884円 -7.11%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ナノテクノロジー 15,144円 -1,119円 -6.88%

-189円 -5.85%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 水素エコノミー

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） 23,321円 -1,662円 -6.65%
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略／ＳＭＴ．ＬＮ外国投資証券ファンド 5,796円 -413円 -6.65%
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 8,341円 -594円 -6.65%
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン 9,246円 -656円 -6.62%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ バーチャルリアリティ 27,365円 -1,933円 -6.60%

10,976円 -670円 -5.75%

サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり） 19,086円 -1,219円 -6.00%
サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 7,145円 -456円 -6.00%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ フィンテック 11,465円 -728円 -5.97%
三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリアＲＥＩＴファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 11,892円 -751円 -5.94%
ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス 14,622円 -911円 -5.86%
ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ 電気自動車 7,758円 -482円 -5.85%
オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型） 2,958円

【臨時レポート】 2022 年 5 月 10 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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（ご参考）

【株式相場】

【為替相場】

【臨時レポート】 2022 年 5 月 10 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。

・ＴＯＰＩＸ 配当込み株価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。

・FTSE International Limited(“FTSE”)©FTSE。“FTSE®”はロンドン証券取引所グループ会社の登録商標であり、FTSE International Limitedは許可を得て使用していま

す。FTSE指数、FTSE格付け、またはその両方におけるすべての権利は、FTSE、そのライセンサー、またはその両方に付与されます。FTSEおよびライセンサーは、

FTSE指数、FTSE格付け、もしくはその両方、または内在するデータにおける誤りや省略に対して責任を負わないものとします。FTSEの書面による同意がない限り、

FTSEデータの再配布は禁止します。

・S&P/ASX200 Ａ-REIT Ｉｎｄｅｘとは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが公表している指数で、オーストラリア証券取引所の上場不動産投資信託の値動きを表す指

数です。

同指数はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス（S&P DJI）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。S&P DJIは、同指

数の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任を負いません。
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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】 2022 年 5 月 10 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 3.85％（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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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 


