
 

平成 28 年 6 月 24 日 

受益者の皆様へ 
岡三アセットマネジメント株式会社 

 
 

当社投資信託の基準価額の下落について 
 
 

国内株式市場の下落や外国為替市場での円高を受けて､下記の当社投資信託の平成 28 年 6 月 24 日の

基準価額が大きく下落しましたので、お知らせいたします。 
 

記 

 

○ 基準価額および騰落率（6月 24 日現在） 

 
次項の一覧表をご覧ください。 

 

○ 基準価額の主な変動要因 

【国内株式市場の下落】 

6 月 24 日の国内株式市場は、大幅な下落となりました。6月 23 日に実施された英国の欧州連合（EU）

離脱を巡る国民投票の結果、英国が EU から離脱する見通しとなったことから、国内株式市場は後場か

らほぼ全面安の展開となりました。 

 

【外国為替市場での円高】 

6 月 23 日から 6 月 24 日にかけての外国為替市場で、円は主要通貨に対して上昇しました。6 月 23

日に実施された英国の欧州連合（EU）離脱を巡る国民投票の結果、英国が EU から離脱する見通しとな

ったことから、市場では安全資産とされる円が買われました。 

 

【主な株価指数の騰落率】 

指数 6 月 24 日 6 月 23 日 騰落幅 騰落率 

日経平均株価 14952.02 16238.35 ▲1286.33 ▲7.92％

TOPIX（東証株価指数） 1204.48 1298.71 ▲94.23 ▲7.26％

JPX 日経ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 400 10869.19 11725.30 ▲856.11 ▲7.30％

東証ﾏｻﾞｰｽﾞ指数 890.67 973.74 ▲83.07 ▲8.53％

日経ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ平均株価 2338.96 2438.63 ▲99.67 ▲4.09％

（出所）Bloomberg データより岡三アセットマネジメント作成 
 

【主な通貨の騰落率（対円）】 

通貨名 6 月 24 日 6 月 23 日 騰落幅 騰落率 

米国ドル 100.76 104.79 ▲4.03 ▲3.85％

ユーロ 111.48 118.72 ▲7.24 ▲6.10％

ポンド 138.95 155.25 ▲16.30 ▲10.50％

スイスフラン 103.76 109.19 ▲5.43 ▲4.97％

香港ドル 12.99 13.51 ▲0.52 ▲3.85％

シンガポールドル 73.95 78.40 ▲4.45 ▲5.68％

豪ドル 74.22 78.81 ▲4.59 ▲5.82％

ニュージーランドドル 70.67 75.12 ▲4.45 ▲5.92％

※ 外国為替相場は一般社団法人 投資信託協会の諸規則等に基づく基準価額算出に使用する

レートを記載 



 

一覧表 

ファンド名
基準価額
（6/24）

騰落幅
（6/23比）

騰落率
（6/23比）

日本中小型ディスカバーオープン　　　　　　　　　　　　　　　 16,227円 ▲1,007円 ▲5.84%

日本新興市場成長株オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,104円 ▲675円 ▲6.26%

中小型成長株オープン
愛称　スモール・モンスターズ・ジャパン

12,700円 ▲730円 ▲5.44%

日本の未来図（米ドル投資型）　　　　　　　　　　　　　　　　 7,970円 ▲890円 ▲10.05%

日本の未来図（円投資型）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,768円 ▲599円 ▲6.39%

ニッポン成長株オープン
愛称　一等星

9,240円 ▲552円 ▲5.64%

日本株式ファンド“ｉ‐ＴＥＣＨ”　　　　　　　　　　　　　　 3,684円 ▲220円 ▲5.64%

日本好配当割安株オープンⅡ
愛称　竹取物語

7,779円 ▲506円 ▲6.11%

日本ニューテクノロジー・オープン
愛称　地球視点

13,168円 ▲898円 ▲6.38%

日本連続増配成長株オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,803円 ▲505円 ▲5.43%

日本連続増配成長株ファンド１６－０２（繰上償還条項付）　　　 9,635円 ▲554円 ▲5.44%

日本Ｍ＆Ａオープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,494円 ▲398円 ▲5.77%

JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称　匠の逸品

9,893円 ▲566円 ▲5.41%

ＪＰＸ日経インデックス４００・コアプラス　　　　　　　　　　 8,607円 ▲516円 ▲5.66%

繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06（限定追加型） 8,031円 ▲477円 ▲5.61%

日本SRIオープン
愛称　絆（きずな）

7,542円 ▲553円 ▲6.83%

日本バリュースターオープン
愛称　経営進化論

7,567円 ▲466円 ▲5.80%

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
愛称　インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）

9,791円 ▲567円 ▲5.47%

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
愛称　インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）

7,129円 ▲723円 ▲9.21%

インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
愛称　インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）

6,517円 ▲814円 ▲11.10%

丸福アドバンテージオープン　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,155円 ▲449円 ▲5.22%

日本新生ファンド
愛称　ライジングパワー

12,513円 ▲720円 ▲5.44%

新経済成長ジャパン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,798円 ▲550円 ▲5.32%

日本優良成長株オープン（米ドル投資型）
愛称　スマートジャパン（米ドル投資型）

8,032円 ▲809円 ▲9.15%

日本優良成長株オープン（円投資型）
愛称　スマートジャパン（円投資型）

9,328円 ▲525円 ▲5.33%

日本株式アクティブオープン　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,276円 ▲493円 ▲6.35%

日本バリューリサーチオープン
愛称　経営開化

7,320円 ▲497円 ▲6.36%

ワールド・ベスト・カンパニー（日本）
愛称　WBC日本

10,269円 ▲780円 ▲7.06%

ネクスト・ニッポン・オープン　　　　　　　　　　　　　　　　 8,609円 ▲536円 ▲5.86%  
 
 
 
 
 
 
 



 

ファンド名
基準価額
（6/24）

騰落幅
（6/23比）

騰落率
（6/23比）

日本好配当リバランスオープン　　　　　　　　　　　　　　　　 8,187円 ▲631円 ▲7.16%

イオングループ・ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,364円 ▲585円 ▲5.34%

三重県応援ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,496円 ▲495円 ▲5.51%

福井県応援ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,736円 ▲501円 ▲5.42%

香川県応援ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,745円 ▲516円 ▲5.57%

山口県応援ファンド
愛称　はつらつ長州

8,055円 ▲549円 ▲6.38%

世界３資産分散ファンド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,846円 ▲321円 ▲5.21%

ワールド・リート・セレクション（欧州）　　　　　　　　　　　 1,738円 ▲117円 ▲6.31%

欧州リート・オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,121円 ▲630円 ▲6.46%

欧州連続増配成長株オープン　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,803円 ▲643円 ▲6.16%

ワールド・リート・セレクション（アジア）　　　　　　　　　　 6,526円 ▲367円 ▲5.32%

ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）　　 11,244円 ▲637円 ▲5.36%

ワールド・ソブリンインカム
愛称　十二単衣

8,128円 ▲483円 ▲5.61%

ＤＣワールド・ソブリンインカム　　　　　　　　　　　　　　　 12,089円 ▲718円 ▲5.61%

ワールド・ソブリンインカム（１年決算型）
愛称　十二単衣（1年決算型）

11,269円 ▲671円 ▲5.62%

プレミアム・カレンシー・オープン（毎月決算型）
愛称　金利の羅針盤

4,878円 ▲261円 ▲5.08%

プレミアム・カレンシー・オープン（１年決算型）
愛称　金利の羅針盤（1年決算型）

10,125円 ▲541円 ▲5.07%

アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）
愛称　アジオセ定期便

5,252円 ▲320円 ▲5.74%

三重県応援・債券ファンド（毎月決算型）　　　　　　　　　　　 5,190円 ▲304円 ▲5.53%

水戸証券アジア・オセアニア債券オープン（寄附付）　　　　　　 5,620円 ▲342円 ▲5.74%

大阪・兵庫応援外国債券オープン
愛称　まごころ応援団

5,636円 ▲335円 ▲5.61%

＜中京＞アジア・オセアニア債券オープン（環境応援寄附付）
愛称　エコ応援団

5,558円 ▲336円 ▲5.70%

アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）
愛称　アジオセ定期便（1年決算型）

9,065円 ▲550円 ▲5.72%

三重県応援・債券ファンド（１年決算型）　　　　　　　　　　　 9,011円 ▲544円 ▲5.69%  
 

以上 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

＜本資料に関するお問合わせ先＞ 

カスタマーサービス部 フリーダイヤル 0120-048-214 （9:00〜17:00 ⼟・⽇・祝祭⽇・当社休業⽇を除く）

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3.78％（税抜3.5％）      

 お客様が換金時に直接的に負担する費用 

信託財産留保額：換金時に適用される基準価額×0.3％以内 
 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2.052％（税抜1.90％） 

※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。 
その他費用・手数料 
監  査  費  用：純資産総額×上限年率0.01296％（税抜0.012％） 
※上記監査費用の他に、有価証券等の売買に係る売買委託手数料、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。 
（監査費用を除くその他費用･手数料は、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。 
 

【岡三アセットマネジメント】         
    商       号：岡三アセットマネジメント株式会社 
     事 業 内 容：投資運用業、投資助言・代理業及び第二種金融商品取引業 
     登       録：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第370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 

 

 
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、委託会社である岡三アセットマネジメ

ント株式会社が運用する公募投資信託のうち、 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。 


