
ピムコ・グローバル債券ファンド
（為替ヘッジあり）

交付運用報告書
追加型投信／海外／債券

第35期（決算日2015年２月17日） 第36期（決算日2015年３月17日） 第37期（決算日2015年４月17日）
第38期（決算日2015年５月18日） 第39期（決算日2015年６月17日） 第40期（決算日2015年７月17日）

作成対象期間（2015年１月20日～2015年７月17日）

第40期末（2015年７月17日）
基 準 価 額 9,445円
純 資 産 総 額 40百万円

第35期　～　第40期
騰 落 率 0.0％
分配金（税込み）合計 240円

（注）	 	騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなし
て計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示して
おります。

（注）	 	純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

受益者のみなさまへ
　平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
　さて、「ピムコ・グローバル債券ファンド（為替
ヘッジあり）」は、2015年７月17日に第40期の決算
を行ないました。
　当ファンドは、主として、日本を除く先進国や
新興国の債券を主要投資対象とする投資信託証券
に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産
の成長をめざして運用を行なってまいりました。
　ここに、当作成対象期間の運用経過等について
ご報告申し上げます。
　今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願
い申し上げます。

○�交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち
重要なものを記載した書面です。その他の内容について
は、運用報告書（全体版）に記載しております。

○�当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体
版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する
旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の
手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記URLにアクセス�⇒�ファンド検索機能を利用して該当
ファンドのページを表示�⇒�運用報告書タブを選択�⇒�該当
する運用報告書をクリックしてPDFファイルを表示

○�運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求によ
り交付されます。交付をご請求される方は、販売会社ま
でお問い合わせください。

東京都港区赤坂九丁目７番１号
http://www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コ ー ル セ ン タ ー � 電話番号：0120－25－1404
午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

⃝お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

○基準価額の推移

○基準価額の主な変動要因

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

（百万円）（円）
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第35期首：9,682円
第40期末：9,445円（既払分配金（税込み）：240円）
騰 落 率：	 0.0%	（分配金再投資ベース）

（注）� �分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。

（注）� �分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）� �分配金再投資基準価額は、作成期首（2015年１月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）� �上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

（2015年１月20日～2015年７月17日）

　第35期首9,682円の基準価額は、第40期末に9,445円（分配後）となり、分配金を加味した騰落率は＋0.0
％となりました。

　当ファンドは、主として、先進国の高格付債券および米ドル建ての新興国のソブリン債に実質的に投
資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中
における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。また、実質外貨建資産については、為替変動リ
スクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行なっております。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

＜値上がり要因＞
・�期間中、新興国全体の良好なファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）や相対的に高い利回りを背景
とした投資家からの根強い需要に支えられたこと。

・�2014年後半より下落基調にあった原油価格が底打ちしたことを背景に、エマージング市場において特
にロシアの債券価格が上昇したこと。

・�欧州において、ECB（欧州中央銀行）による大規模な量的金融緩和の実施が決定されたことを背景に
ドイツなど欧州の中核国の債券価格が上昇したこと。（期間初め～2015年４月中旬）

＜値下がり要因＞
・�米国において、雇用市場の改善などから2015年内に利上げが実施されるとの見方が広がり、債券価格
が下落したこと。

・�欧州において、ECBによる量的金融緩和を背景にイタリア、スペインなどの周辺国でも景気回復の兆
しが見え始めたことなどから、長期債を中心に債券価格が下落したこと。

・�英国において、失業率の改善や労働賃金の上昇が見られ利上げの可能性が高まったことを背景に債券
価格が下落したこと。

・�特に期間の後半にかけて、2015年内の米国利上げ観測が高まったことを受けて米国国債金利が上昇し、
エマージング市場の債券価格が下落したこと。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

項　　　　　目
第35期～第40期

項　目　の　概　要
金　　額 比　　率

円 ％
（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

64

（42）

（20）

（	2）

0.657

（0.437）

（0.204）

（0.016）

（a）	 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

委託した資金の運用の対価

運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンド
の管理、購入後の情報提供などの対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）その他費用

（監査費用）

（印刷費用）

5

（	 0）

（	 4）

0.047		

（0.002）

（0.045）

（b）	 	その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の
平均受益権口数

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係
る費用
印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

合　　　　　計 69 0.704

作成期間の平均基準価額は、9,693円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果
です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）	各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く）が支払った費用を含みません。
（注）	当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表

示することとしております。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。

１万口当たりの費用明細 （2015年１月20日～2015年７月17日）
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

（百万円）（円）
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2012年４月６日
設定日

2012年７月17日
決算日

2013年７月17日
決算日

2014年７月17日
決算日

2015年７月17日
決算日

基準価額 （円） 10,000 10,253 9,783 9,978 9,445
期間分配金合計（税込み） （円） ― 120 480 480 480
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 3.8 △	 	 0.1 7.1 △	 	 0.6
純資産総額 （百万円） 10 15 47 47 40
（注）	 	上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）	 	純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）	 	騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
	 	ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2012年７月17日の騰落率は設定当初との比較

です。
（注）	 	当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

最近５年間の基準価額等の推移 （2010年７月20日～2015年７月17日）

（注）� �分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。

（注）� �分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、
お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）� �当ファンドの設定日は2012年４月６日です。

010_3695153632709.indd   4 2015/08/10   15:38:22



5

ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

投資環境 （2015年１月20日～2015年７月17日）

（高格付債券市況）
　先進主要国の債券市場では、各国で金融政策の方向性には違いが見られるものの、景気は概ね拡大方
向であるとの見方が優勢となり、金利は上昇し債券価格は軟調な展開となりました。
　米国債券市場では、原油価格の大幅な下落やCPI（消費者物価指数）が低下したことを背景にインフ
レ見通しが弱まったとの見方が強まり、債券価格は堅調に始まりました。2015年４月に発表された米国
の2015年１－３月期のGDP（国内総生産）成長率は予想外に鈍化したものの、FOMC（米国連邦公開市
場委員会）声明では１－３月期の経済成長率の鈍化は一時的であるとの見方が示され、再び年内利上げ
の可能性が高まり、債券価格は下落に転じました。６月末にかけてギリシャ債務問題の先行き不透明感
が増すなかで、米国債券は一時買われる局面もありましたが、期間を通じてみると債券価格は下落しま
した。
　欧州債券市場では、2015年１月にECBによる大規模な量的金融緩和が発表されたことから債券価格は
ドイツ等の中核国を中心に上昇して始まりました。３月には予定通りに大規模な量的金融緩和の実行が
決定され債券価格は上昇したものの、その後、ユーロ圏PMI（製造業購買担当者指数）で継続的な景気
拡大が確認されたことやIMF（国際通貨基金）がユーロ圏の経済成長見通しを引き上げたことから長期
金利が上昇し、期間末にかけて債券価格は下落しました。
　英国債券市場では、ECBが量的金融緩和の実施を決定したことで相対的に金利の高い英国債券の需要
が高まったことを背景に債券価格は上昇する局面もありましたが、英国の失業率の低下や賃金の上昇が
金利上昇圧力となり、債券価格は下落しました。
　セクター別パフォーマンスでは、社債が相対的に良好な結果となりました。

（エマージング債券市況） 
　エマージング市場の債券価格（米ドル建て）は、期間を通じてみると上昇する結果となりました。
　2014年後半より下落基調にあった原油価格について、当期間では底打ち感が見られたことで原油輸出
国を中心に景気減速への懸念が後退したことなどはエマージング市場の債券価格にとってプラス材料と
なりました。一方で、市場では米国利上げタイミングを巡るポジション調整の動きから米国金利の変動
が高まり、特に期間の後半にかけて米国で堅調な経済指標が発表され、またFRB（米国連邦準備制度理
事会）の高官が2015年内の利上げを示唆する内容の発言を行なったことなどを受け米国金利が上昇した
ことは、エマージング市場の債券価格にマイナスの影響を与えました。期間の後半にはギリシャ情勢の
不透明感の高まりなどを背景に投資家心理の悪化が見られましたが、依然として良好なファンダメンタ
ルズや相対的に高い利回りを維持しているエマージング債券に対する需要は高く、期間の初めに比べて
上昇して期間末を迎えました。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

（2015年１月20日～2015年７月17日）当ファンドのポートフォリオ
（当ファンド）
　当ファンドは、「ＰＩＭＣＯ�グローバル債券ストラテジーファンドＪ（円ヘッジ）」受益証券および「Ｐ
ＩＭＣＯ�エマージング・マーケット・ボンド・ファンド（円ヘッジ）」受益証券を高位に組み入れました。
なお、各受益証券の組入比率は概ね50％ずつとしました。

（ＰＩＭＣＯ グローバル債券ストラテジーファンドＪ（円ヘッジ））
　大幅な原油価格の下落や米国の年内利上げの可能性、ギリシャ債務問題の先行き不透明感の高まりな
どを受け、市場のボラティリティ（変動性）が高まる環境下、慎重なポートフォリオの運用を継続しま
した。金利戦略では、米国では米国の長期債への投資を少なめに維持したほか、欧州では量的金融緩和
の実施以降、景気回復への期待が高まるなかで、長期債の保有を徐々に削減するなど機動的なポジショ
ン調整を行ないました。セクター戦略では慎重なリスク管理に努め、物価連動国債、社債、米国地方債
などで選択的な保有を心掛けました。米国で中長期債よりも短期債への投資を重視したことや物価連動
国債を保有したことはプラスに寄与しました。しかし、米国の年内利上げの可能性が高まるなかで軟調
に推移した新興国債券などへの一部投資はマイナスに影響しました。

（ＰＩＭＣＯ エマージング・マーケット・ボンド・ファンド（円ヘッジ））
　期間中の国別配分は、原油価格の下落を背景に資源国に対する懸念が市場では見られたものの、引き
続き厳格かつ柔軟な金融・財政政策を行ない、潤沢な外貨準備高を有するファンダメンタルズの良好な
ブラジルやロシアといった国々に対する投資配分を高めとしました。その一方で、財政規律の低下や政
治・社会面でのリスクの高まりが懸念されるアルゼンチンは非保有とし、対外債務に対する依存度の高
いハンガリーなどの国々に対する投資配分は抑えめとしました。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

基準価額（期別騰落率）

第37期
2015/４/17

第36期
2015/３/17

第35期
2015/２/17

第38期
2015/５/18

第39期
2015/６/17

第40期
2015/７/17

（％）
3.0

2.0

1.0

0.0

－1.0

－2.0

－3.0

基準価額

（注）� �基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

　当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指
数を設定しておりません。
　以下のグラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2015年１月20日～2015年７月17日）

（注）� �対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）� �当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

項　　　目
第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期

2015年１月20日　
　～2015年２月17日

2015年２月18日　
　～2015年３月17日

2015年３月18日　
　～2015年４月17日

2015年４月18日　
　～2015年５月18日

2015年５月19日　
　～2015年６月17日

2015年６月18日
　～2015年７月17日

当期分配金 40 40 40 40 40 40
（対基準価額比率） 0.411％ 0.413％ 0.405％ 0.412％ 0.422％ 0.422％
当期の収益 40 40 40 40 40 40
当期の収益以外 ― ― ― ― ― ―

翌期繰越分配対象額 840 850 871 884 898 911

（単位：円、１万口当たり、税込み）

分配金 （2015年１月20日～2015年７月17日）

　第35期～第40期における分配金は運用実績や市況動向などを勘案し、以下の通りといたしました。な
お、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運
用いたします。

○分配原資の内訳
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

今後の運用方針
（当ファンド）
　引き続き、原則として「ＰＩＭＣＯ�グローバル債券ストラテジーファンドＪ（円ヘッジ）」受益証券
および「ＰＩＭＣＯ�エマージング・マーケット・ボンド・ファンド（円ヘッジ）」受益証券を高位に組
み入れ、各受益証券の組入比率は概ね50％ずつとする方針です。

（ＰＩＭＣＯ グローバル債券ストラテジーファンドＪ（円ヘッジ））
　世界経済の成長とそれを支える各国の政策に差が表れている状況下、米国を中心に緩やかな景気回復
が継続すると予想しています。米国では雇用市場の改善や足元の原油価格の下落にも支えられ消費者マ
インドの改善が進んでおり、個人消費の拡大が緩やかな経済成長に寄与すると予想されます。一方、所
得の伸びが緩やかであることや、エネルギー価格の下落によるインフレ率の低下、また、円安／アメリ
カドル高が継続しているため、金融の正常化をめざす米国でもそのペースは緩やかになると予想しま
す。欧州においては、ギリシャ債務問題の先行き不透明感が高まるなか、当面はギリシャ情勢を巡り投
資家心理が左右される展開が予想されます。長期的には量的金融緩和の効果や通貨ユーロの下落が輸出
比率の高い同地域経済にはプラスとなるとみられることから、潜在成長率を上回って経済成長率が加速
することが期待されます。
　ファンドの運用戦略に関しては、米国においては金融政策の正常化と緩やかな景気回復が継続すると
予想される一方、他の先進国において低金利政策が維持される見通しであることから、金利リスクは国
別選択を行ないつつ、選択的に信用リスクを取得する戦略を継続します。具体的には、米国における緩
やかな景気回復を背景とした金利上昇に対応し、金利リスクはポートフォリオ全体ではやや消極姿勢と
しつつ、市場環境に合わせて機動的に調整します。一方、社債、欧州周辺国債券、新興国債券について
は魅力的な投資機会も見られており、リスクを考慮しても魅力的と考えられる利回りを提供する銘柄に
選択的に投資することを検討します。
　将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

（ＰＩＭＣＯ エマージング・マーケット・ボンド・ファンド（円ヘッジ））
　足元、ギリシャではEU（欧州連合）の求める財政緊縮策の賛否を問う国民投票において反対票が賛成
票を上回るなど、緊迫した状況が続いています。当面はギリシャ情勢を巡り投資家心理が左右される展
開が続くとみられ、新興国債券市況もその影響を受ける可能性があることには注視が必要であると考え
ています。また、米国に目を向けるとFRBが年内の利上げに向けて徐々に地ならしを図っている状況が
見られています。過去をみるとFRBの金融引き締めサイクルに新興国市場の値動きが大きくなる傾向が
ありますが、FRBが予測可能な範囲で段階的に利上げを進める場合には、新興国市場は今回の利上げ局
面を乗り切る可能性が高いとみています。その背景には、新興諸国の多くが潤沢な外貨準備残高を有す
る一方で相対的に低い債務残高を維持しており、新興諸国を取巻く金融危機や経済危機が見られた過去
とは状況が異なっていると考えるためです。
　ただし、すべての新興国に対して見通しが楽観的ではなく、新興国への投資はより国ごとに選別的に
なる必要があると考えています。各国の財政状況や対外収支状況などファンダメンタルズの分析に主軸
を置きつつ、政治的要因についても配慮した投資対象国の選別が一層重要になると考えています。具体
的には、潤沢な外貨準備高を有するブラジルやロシアをはじめとする国々に対して積極姿勢とすること
を検討します。一方、ファンダメンタルズが脆弱で、かつ対外資金への依存度が高いハンガリーや選択
的デフォルト（債務不履行）となったアルゼンチンなどの国々は消極姿勢とすることを検討します。
　将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

　今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

お知らせ

当ファンドの概要

　2015年１月20日から2015年７月17日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2012年４月６日から2022年７月15日までです。

運 用 方 針

主として、日本を除く先進国や新興国の債券を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資
信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいま
す。）の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ない
ます。

主 要 投 資 対 象
「ＰＩＭＣＯ	グローバル債券ストラテジーファンドＪ（円ヘッジ）」受益証券
「ＰＩＭＣＯ	エマージング・マーケット・ボンド・ファンド（円ヘッジ）」受益証券
上記の投資信託証券を主要投資対象とします。

運 用 方 法
当ファンドは、主として、日本を除く先進国や新興国の債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行
ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。先進国の高格付債券および米ド
ル建ての新興国のソブリン債を主な投資対象とします。

分 配 方 針 第１計算期は収益分配を行ないません。第２計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行
なうことをめざします。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

（参考情報）

○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
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当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 新興国債先進国債

（2010年７月末～2015年６月末）

最小値最大値 平均値

（％）

最小値（当ファンド）最大値（当ファンド）

（注）�全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。�
（注）� �2010年７月から2015年６月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファン

ドは、2013年４月以降の年間騰落率を用いております。
（注）�上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）�当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※各指数についての説明は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先進国株：MSCI�－�KOKUSAI�インデックス（配当込、円ベース）
新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日本国債：NOMURA�－�ボンド・パフォーマンス・インデックス国債
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債：JPモルガン�GBI�－�EM�グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

（単位：％）

当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大値 10.0 65.0 65.7 47.4 4.5 34.9 43.7
最小値 △4.0 △17.0 △13.6 △22.8 0.4 △12.7 △10.1
平均値 2.6 14.2 19.7 10.6 2.4 8.9 8.6
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

○組入上位ファンド

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分

銘　柄　名 第40期末
％

ＰＩＭＣＯ	エマージング・マーケット・ボンド・ファンド（円ヘッジ） 49.3
ＰＩＭＣＯ	グローバル債券ストラテジーファンドＪ（円ヘッジ） 47.7

組入銘柄数 2銘柄

項　　　　　目
第35期末 第36期末 第37期末 第38期末 第39期末 第40期末

2015年２月17日 2015年３月17日 2015年４月17日 2015年５月18日 2015年６月17日 2015年７月17日
純 資 産 総 額 63,232,326円 43,473,904円 41,347,247円 40,592,118円 39,974,347円 40,114,280円
受 益 権 総 口 数 65,253,754口 45,063,302口 42,057,766口 41,946,176口 42,355,958口 42,472,279口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 9,690円 9,647円 9,831円 9,677円 9,438円 9,445円

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）国内投資信託受益証券には外国籍（邦貨建）の受益証券を含めております。

（注）当作成期間（第35期～第40期）中における追加設定元本額は1,158,403円、同解約元本額は23,694,742円です。

その他
3.0％

国内投資信託受益証券
97.0％

円
97.0％

その他
3.0％

その他
3.0％

バミューダ
97.0％

当ファンドのデータ
組入資産の内容

純資産等

（2015年７月17日現在）

010_3695153632709.indd   11 2015/08/10   15:38:23



12

ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

組入上位ファンドの概要
ＰＩＭＣＯ エマージング・マーケット・ボンド・ファンド（円ヘッジ）

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Ecopetrol	S.A. 社債等 アメリカドル コロンビア 2.7
2 KazMunayGas	National	Co.	JSC 社債等 アメリカドル カザフスタン 1.9
3 Slovenia	Government	Bond ソブリン債 アメリカドル スロベニア 1.9
4 Petroleos	de	Venezuela	S.A. 社債等 アメリカドル ベネズエラ 1.8
5 Brazil	Notas	do	Tesouro	Nacional	Serie	F ソブリン債 ブラジルレアル ブラジル 1.8
6 Indonesia	Government	International	Bond ソブリン債 アメリカドル インドネシア 1.4
7 Eskom	Holdings	SOC	Ltd. 社債等 アメリカドル 南アフリカ 1.4
8 Petroleos	Mexicanos 社債等 アメリカドル メキシコ 1.4
9 Russia	Government	International	Bond ソブリン債 アメリカドル ロシア 1.3
10 Vnesheconombank	Via	VEB	Finance	PLC 社債等 アメリカドル アイルランド 1.2

組入銘柄数 300銘柄

（2014年５月31日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（注）	比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）	 	組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）	 	国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

（2013年６月１日～2014年５月31日）
【１万口当たりの費用明細】

　当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていないた
め、掲載しておりません。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

社債等
58.8％

ソブリン債
38.4％

その他
2.8％

（注）	 	比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）	国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

アメリカドル
93.0％

ブラジルレアル
3.4％

その他
3.6%

メキシコ
7.7％

その他
52.3％

ブラジル
13.3％

ルクセン
ブルグ
6.8％

コロンビア
5.6％

インドネシア
5.2％

カザフスタン4.7％
アイルランド 4.5％

（円）

8,600
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9,000
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9,600

9,800

10,000

10,200

2013/５/31 2013/７/31 2013/９/30 2013/11/30 2014/１/31 2014/３/31

（2013年６月１日～2014年５月31日）
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ＰＩＭＣＯ グローバル債券ストラテジーファンドＪ（円ヘッジ）

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Fannie	Mae 米国政府機関債 アメリカドル 米国 11.9
2 Spain	Government	Bond ソブリン債 ユーロ スペイン 6.6
3 Fannie	Mae 米国政府機関債 アメリカドル 米国 5.8
4 France	Government	Bond ソブリン債 ユーロ フランス 5.6
5 Fannie	Mae 米国政府機関債 アメリカドル 米国 5.4
6 Treasury	Inflation	Protected	Securities	(b)(h) 米国財務省証券 アメリカドル 米国 2.8
7 Spain	Government	Bond ソブリン債 ユーロ スペイン 2.4
8 France	Government	Bond ソブリン債 ユーロ フランス 2.2
9 Spain	Government	Bond ソブリン債 ユーロ スペイン 1.8
10 West	Virginia,	Tabacco	Settlement	Finance	Authority	Revenue	Bonds,	Series	2007 地方債 アメリカドル 米国 1.8

組入銘柄数 207銘柄

（2014年６月30日現在）

【基準価額の推移】

【組入上位10銘柄】

（注）	比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）	 	組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）	 	国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

（2013年７月１日～2014年６月30日）
【１万口当たりの費用明細】

　当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていないた
め、掲載しておりません。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

米国政府
機関債
28.9％

社債等
27.7％ソブリン債

24.7％

モーゲージ
担保証券
22.6％

米国財務省証券
5.9％

地方債 2.2％ その他 5.0％

（注）	 	比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）	国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

アメリカドル
78.9％

ユーロ
28.1％

オーストラリア
ドル
3.3％

イギリスポンド
2.9％

カナダドル 2.6％
その他 1.1％

その他
15.3％

米国
69.7％フランス

9.6％

英国
5.5％

カナダ
2.6％

オランダ
2.5％

スペイン
11.7％

（円）
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010_3695153632709.indd   13 2015/08/10   15:38:23



14

ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジあり）

　○東証株価指数（TOPIX、配当込）
　�当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮
したものです。なお、当指数に関する著作権、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。

　○MSCI － KOKUSAI インデックス（配当込、円ベース）
　�当指数は、MSCI�Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した
ものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI�Inc.に帰属します。

　○MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
　�当指数は、MSCI�Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI�Inc.に帰属します。

　○NOMURA － ボンド・パフォーマンス・インデックス国債
　�当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数
です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

　○シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
　�当指数は、Citigroup�Index�LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加
重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup�Index�
LLCに帰属します。

　○JPモルガン GBI － EM グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
　�当指数は、J.P.�Morgan�Securities�LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にし
た指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.�Morgan�Securities�LLCに帰
属します。

＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞
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