
 

2020 年 3 月 18 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 16 日の先進国株式市場は世界の主要中央銀行が週末から月曜日に掛けて新型コロナウイ

ルスの世界的な蔓延に伴う悪影響に対応するために打ち出した景気刺激策では世界経済の先

行きに対する懸念を払拭できないとして、アジア市場から、欧州、そして北米市場まで軒並み大幅

安となりました。特に米国市場ではトランプ大統領が会見でリセッション(景気後退）入りする可能

性を示唆したことから下げ幅を一段と拡大し、主要指数は過去最大級の下げを記録しました。そ

の結果、MSCI コクサイ（現地通貨ベース）は 3 月 13 日終値比で 10％を超える下落となり、以下

の各ファンドの基準価額は約 10％の下落となりました。 

 

■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 17 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 15,617 円     -1,833 円  -10.50% 

ステート・ストリート DC 外国株式インデックス・オープン  18,116 円     -2,127 円  -10.51% 

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 20,864 円     -2,449 円  -10.50% 

ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン 11,084 円      -1,301円  -10.50% 

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） 11,007 円     -1,220 円  -9.98% 

 

                                                              

○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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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  
関東財務局長（金商）第 345号  
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 18 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 16 日の先進国・新興国株式市場は世界の主要中央銀行が週末から月曜日に掛けて新型コ

ロナウイルスの世界的な蔓延に伴う悪影響に対応するために打ち出した景気刺激策では世界経

済の先行きに対する懸念を払拭できないとして大幅安となりました。特に米国市場ではトランプ大

統領が会見でリセッション(景気後退）入りする可能性を示唆したことから下げ幅を一段と拡大し、

主要指数は過去最大級の下げを記録しました。その結果、MSCI オール・カントリー・ワールド・イ

ンデックス（現地通貨ベース）は 3 月 13 日終値比で 9.19％下落となり、以下のファンドの基準価額

は 9.29％の下落となりました。 

 

■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 17 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 8,771 円      -898 円  -9.29% 

 

                                                              

○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 18 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 16 日の外国株式市場は、新型コロナウイルスの世界的な蔓延に伴う悪影響に対応するため

に主要中央銀行が週末から月曜日に掛けて景気刺激策を次々と打出しましたが、投資家の世界

経済の先行きに対する懸念を払拭できず、アジアから、欧州、そして北米市場まで軒並み大幅安

となりました。特に米国市場ではトランプ大統領が会見でリセッション(景気後退）入りする可能性

を示唆したことから下げ幅を一段と拡大し、主要指数は過去最大級の下げを記録しました。その

結果、当戦略のベンチマークである MSCI Kokusai 指数は 3 月 13 日終値比-10.26％（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 17 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 11,277 円     -1,114 円  -8.99% 

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） 
10,543 円     -932 円  -8.12% 

 

                                                              

○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 18 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16日の新興国株式市場は、急速に広がる新型コロナウイルスの影響を打ち消すことを狙った

各国当局が様々な措置を打ち出したものの、投資家の世界経済の先行きに対する懸念を払拭で

きず、MSCI Emerging Markets 指数（現地通貨ベース）は 3 月 13 日終値比 6.00％の下落となりま

した。フィリピンでは株取引を停止し、南アフリカは国家非常事態を宣言、韓国やチリ等の中央銀

行は緊急利下げに踏み切りましたが、相場の流れは変えられず、主要新興国通貨も下落しまし

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 17 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  10,754 円      -864 円  -7.44% 

 

                                                              

○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 18 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 16 日の米国株式市場は、前日夕方に米連邦準備制度理事会(FRB)が緊急追加利下げを実

施しゼロ金利政策と量的緩和を再開することを発表したものの、この大規模緩和が逆に投資家の

恐怖感を呼び寄せ急落して始まりました。さらに、トランプ大統領が午後の記者会見でリセッション

(景気後退）入りする可能性を示唆したことから下げ幅が一段と拡大し、S&P500 種株価指数は 3

月 13 日終値比 11.98％（米ドルベース）の下落となりました。 

 

■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 17 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 9,288 円      -1,281円  -12.12% 

 

                                                              

○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。 

Copyright 2020 State Street Corporation 

Tracking Number  3000530.1.1.APAC.RTL 

Expiry Date  6/18/2020 

 
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  
関東財務局長（金商）第 345号  
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 


