
 

2020 年 3 月 16 日 

 

受益者の皆様へ 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 

 

弊社投資信託の基準価額下落について 

 

 

3月12日の米国株式市場は、トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染拡大への対策として発

表した欧州からの渡航制限による経済的影響への警戒感が強まり、S&P500 種株価指数は 3 月

11 日終値比 9.51％（米ドルベース）の下落となりました。為替市場では、日銀の黒田総裁が適切

な資産買い入れを進めると発言したことで米ドルが対円で買われたものの、米国株安が投資家心

理を圧迫し、米ドルは上げ幅を縮小しました。 

 

■基準価額及び騰落率 （前日比 5％以上変動のファンド）          2020 年 3 月 13 日基準 

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 

米国株式インデックス・ファンド 9,512 円      -943 円  -9.01961% 

 

                                                              

○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。 

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が当ファンドの情報提供を目的として作成

したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 

○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市

場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。 

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。 

○本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。 
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2020 年 3 月 16 日 

受益者の皆様へ 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 

弊社投資信託の基準価額下落について 

 

3月12日の先進国株式市場は、トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染拡大への対策として

発表した欧州からの渡航制限による経済的影響への警戒感が強まったことや、欧米諸国による

経済支援策が不十分との見方から大幅に売られ、MSCI コクサイ（為替の影響除く）は 3 月 11 日

終値比で 9％を超える下落となりました。その結果、以下の各ファンドの基準価額は 9％を超える

下落となりました。 

 

■基準価額及び騰落率 （前日比 5％以上変動のファンド）          2020 年 3 月 13 日基準 

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 

ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 16,027 円    -1,728 円  -9.73247% 

ステート・ストリート DC 外国株式インデックス・オープン  18,592 円    -2,004 円  -9.73004% 

ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン 21,411 円    -2,307 円  -9.72679% 

ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン 11,374 円    -1,226 円  -9.73016% 

ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 11,444 円    -1,191 円  -9.42620% 

 

                                                              

○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。 

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が当ファンドの情報提供を目的として作成

したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 

○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市

場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。 

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。 

○本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。 
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2020 年 3 月 16 日 

 

受益者の皆様へ 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 

弊社投資信託の基準価額下落について 

 

3月12日の先進国株式市場は、トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染拡大への対策として

発表した欧州からの渡航制限による経済的影響への警戒感が強まったことや、欧米諸国による

経済支援策が不十分との見方から大幅に売られ、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデック

ス（為替の影響除く）は 3 月 11 日終値比で約 9％下落となりました。その結果、以下のファンドの

基準価額は 8.97％下落となりました。 

 

■基準価額及び騰落率 （前日比 5％以上変動のファンド）          2020 年 3 月 13 日基準 

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 

全世界株式インデックス・ファンド 9,008 円      -888 円  -8.97332% 

 

                                                              

○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。 

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が当ファンドの情報提供を目的として作成

したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 

○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市

場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。 

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。 

○本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。 
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加入協会： 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会 



 

2020 年 3 月 16 日 

 

受益者の皆様へ 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 

 

弊社投資信託の基準価額下落について 

 

トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染拡大への対策として発表した欧州からの渡航制限に

よる経済的影響への警戒感が強まったことから 12 日の欧米株式市場が急落した流れを受け、13

日の日本株市場も全面安となりました。TOPIX は 3 月 12 日終値比で約 5％の下落となり、以下の

ファンドの基準価額は 5%を超える下落となりました。 

 

 

■基準価額及び騰落率 （前日比 5％以上変動のファンド）          2020 年 3 月 13 日基準 

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 

ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン 10,354 円      -546 円  -5.00917% 

 

 

 

                                                              

○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。 

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が当ファンドの情報提供を目的として作成

したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 

○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市

場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。 

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。 

○本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。 
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加入協会： 一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会 



 

2020 年 3 月 16 日 

 

受益者の皆様へ 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 

 

弊社投資信託の基準価額下落について 

 

 

3月12日の新興国株式市場は、トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染拡大への対策として

発表した欧州からの渡航制限による経済的影響への警戒感が強まったことを背景に軒並み売ら

れ、MSCI Emerging Markets 指数（現地通貨ベース）は 3 月 11 日終値比 5.84％の下落となりまし

た。為替市場では、新型コロナウイルスへの懸念が根強い中、世界的な株安を受けてリスク回避

の動きが強まり、主要新興国通貨は対円で下落しました。 

 

■基準価額及び騰落率 （前日比 5％以上変動のファンド）          2020 年 3 月 16 日基準 

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 

ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン  11,261 円      -769 円  -6.39235% 

 

                                                              

○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。 

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が当ファンドの情報提供を目的として作成

したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 

○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市

場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。 

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。 

○本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。 
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2020 年 3 月 16 日 

 

受益者の皆様へ 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 

 

弊社投資信託の基準価額下落について 

 

 

2020 年 3 月 12 日における世界の金融市場は、新型コロナウイルスによるが、世界経済に与える

影響が懸念される中、日米欧などの先進国による財政支出を含む対応や、中央銀行による緩和

政策などに対し、市場がまだ不十分と見做しており、加えて、トランプ米大統領が新型コロナウイ

ルス感染拡大への対策として発表した欧州からの渡航制限による経済的影響への警戒感の強ま

りを背景に、株式市場は暴落しました。債券市場は、安全資産への逃避から世界的に債券利回り

が低下し、為替市場では円高が進行しました。このような環境下で円ベースの新興国債券は下落

しました。 

 

■基準価額及び騰落率 （前日比 5％以上変動のファンド）          2020 年 3 月 13 日基準 

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 

ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン 9,930 円      -634 円  -6.00151% 

 

                                                              

○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。 

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が当ファンドの情報提供を目的として作成

したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 

○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市

場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。 

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。 

○本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。 
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2020 年 3 月 16 日 

受益者の皆様へ 

 

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 

 

弊社投資信託の基準価額下落について 

 

 

3月12日の外国株式市場は、トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染拡大への対策として発

表した欧州からの渡航制限による経済的影響への警戒感が強まったことから、当戦略のベンチマ

ークである MSCI Kokusai 指数は 3 月 11 日終値比-9.83％（現地通貨ベース）の大幅下落となり、

当戦略のリターンも市場混乱の影響を強く受ける結果となりました。為替市場では、世界的な株

安を受けてリスク回避の動きが強まる中、日銀の黒田総裁が適切な資産買い入れを進めると発

言したことから、主要先進国通貨全体では対円で比較的小幅の動きに留まりました。 

 

■基準価額及び騰落率 （前日比 5％以上変動のファンド）          2020 年 3 月 13 日基準 

 

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 

ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン 11,530 円   -1,728 円  -9.51185% 

 

3月12日の外国株式市場は、トランプ米大統領が新型コロナウイルス感染拡大への対策として発

表した欧州からの渡航制限による経済的影響への警戒感が強まったことから、当戦略のベンチマ

ークである MSCI Kokusai 指数は 3 月 11 日終値比-9.83％（現地通貨ベース）の大幅下落となり、

当戦略のリターンも市場混乱の影響を強く受ける結果となりました。 

 

■基準価額及び騰落率 （前日比 5％以上変動のファンド）          2020 年 3 月 13 日基準 

ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 

ステート・ストリート先進国株式・低ボラティリティ・アルファ・オープン 

（為替ヘッジあり） 
10,897 円   -2,004 円  -8.81935% 

 

                                                              

○本資料は金融商品取引法上及び投信法上の開示書類ではありません。 

○本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が当ファンドの情報提供を目的として作成

したものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 

○本資料中の過去の運用実績に関するグラフ・数値等は将来の成果をお約束するものではありません。また、市

場概況等は本資料作成時点の弊社の見解であり、将来の動向や結果を保証するものではありません。 



 

○本資料の内容は作成日現在のものであり、将来予告なく変更することがあります。 

○本資料の著作権は当社にあります。外部第三者への開示、転載、複写などにつきましてはこれを固く禁じます。 
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