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次頁のファンドの3月13日の基準価額は、国内市場は3月13日、海外市場は3月12日の相場変動の影響を受けます。

世界の株式市場は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡⼤に伴う景気減速懸念が一段と高まっていることなどを背景に、

⼤幅安となっています。日経平均株価は3日続落し、終値として3年4ヵ月ぶりの安値を付けました。米NYダウ工業株30種も

⼤幅続落、3月12日の下げ幅は約10%となりました。

以上

確定拠出年金ご加入者の皆様へ
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2020年3月13日

弊社ファンドの基準価額下落について

1. 基準価額の変動要因等について

（3月13日の基準価額の変動要因についてのお知らせ）

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

2020年3月13日、次頁以降のファンドの基準価額が前営業日比5％以上の下落となりましたので、ご報告致します。

主な株価指数等の終値と騰落率（前営業日比）は以下の通りです。

これらの影響から次頁のファンドの基準価額は下落しました。

国内株式

指数

日経平均株価 17,431.05  円 18,559.63  円 19,416.06  円

（騰落率） ▲6.08  ％ ▲4.41  ％ ▲2.27  ％

東証株価指数 1,261.70  ポイント 1,327.88  ポイント 1,385.12  ポイント

（騰落率） ▲4.98  ％ ▲4.13  ％ ▲1.53  ％

海外株式

指数

NYダウ 工業株30種 21,200.62  米ドル 23,553.22  米ドル 25,018.16  米ドル

（騰落率） ▲9.99  ％ ▲5.86  ％ 4.89  ％

S&P 500種 2,480.64  ポイント 2,741.38  ポイント 2,882.23  ポイント

（騰落率） ▲9.51  ％ ▲4.89  ％ 4.94  ％

ナスダック総合指数 7,201.80  ポイント 7,952.05  ポイント 8,344.25  ポイント

（騰落率） ▲9.43  ％ ▲4.70  ％ 4.95  ％

ユーロ・ストックス50指数 2,545.23  ポイント 2,905.56  ポイント 2,910.02  ポイント

（騰落率） ▲12.40  ％ ▲0.15  ％ ▲1.66  ％

国内リート

指数

東証REIT指数 1,596.30  ポイント 1,783.50  ポイント 1,907.95  ポイント

（騰落率） ▲10.50  ％ ▲6.52  ％ 0.20  ％

海外リート

指数

S&P先進国リート指数 224.65  ポイント 250.05  ポイント 262.63  ポイント

（騰落率） ▲10.16  ％ ▲4.79  ％ 2.04  ％

S＆P アジア・パシフィックリート指数（除く日本） 180.27  ポイント 191.22  ポイント 192.46  ポイント

（騰落率） ▲5.73  ％ ▲0.64  ％ 0.25  ％

為替

指数

米ドル/円 105.17  円 104.60  円 104.88  円

（騰落率） 0.54  ％ ▲0.27  ％ 1.55  ％
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２. 基準価額が前営業日比5％以上下落したファンド

※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。

基準価額（円） 前営業日比（円）

（2020年3月13日） （2020年3月12日比）

三井住友・日経２２５オープン 12,303 -828 -6.31%

三井住友・グローバル株式年金ファンドＡコース為替ヘッジあり 9,877 -913 -8.46%

三井住友・グローバル株式年金ファンドＢコース為替ヘッジなし 12,594 -1,212 -8.78%

三井住友・バリュー株式年金ファンド 10,714 -648 -5.70%

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド 12,383 -654 -5.02%

三井住友・ＤＣ外国株式アクティブ 18,645 -1,864 -9.09%

三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド 19,402 -1,274 -6.16%

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 19,439 -1,034 -5.05%

三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 22,958 -2,469 -9.71%

ＤＣグローバル・リート・オープン 9,564 -1,150 -10.73%

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 18,192 -1,883 -9.38%

三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 9,976 -839 -7.76%

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 19,668 -1,046 -5.05%

三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 9,752 -1,138 -10.45%

三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 9,485 -1,029 -9.79%

三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 10,359 -618 -5.63%

三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 8,785 -545 -5.84%

三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 8,415 -630 -6.97%

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 9,246 -510 -5.23%

イノベーション・インデックス・ＡＩ 8,456 -822 -8.86%

イノベーション・インデックス・フィンテック 9,779 -878 -8.24%

イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 7,499 -682 -8.34%

三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 8,197 -436 -5.05%

三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 8,076 -869 -9.71%

三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 7,907 -476 -5.68%

⼤和住銀ＤＣ外国株式ファンド 33,758 -3,476 -9.34%

⼤和住銀ＤＣ日本株式ファンド 18,563 -989 -5.06%

⼤和住銀日本バリュー株ファンド 9,242 -502 -5.15%

⼤和住銀ＤＣ日本バリュー株ファンド 15,774 -858 -5.16%

⼤和住銀ＤＣ国内株式ファンド 10,205 -541 -5.03%

⼤和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド 16,633 -1,706 -9.30%

⼤和住銀ＤＣ日本株式アクティブファンド 9,961 -547 -5.21%

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050 8,905 -510 -5.42%

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060 8,674 -595 -6.42%

世界インパクト投資ファンド(資産成長型) 8,302 -881 -9.59%

ファンド名 変動率

※上記ファンドにおいて同日に収益分配を行っている場合、変動率は収益分配による影響を除外するため、分配落ち前の基準価額をもとに算出しています。
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