
ピムコ・グローバル債券ファンド
（為替ヘッジなし）

交付運用報告書
追加型投信／海外／債券

第65期（決算日2017年８月17日） 第66期（決算日2017年９月19日） 第67期（決算日2017年10月17日）
第68期（決算日2017年11月17日） 第69期（決算日2017年12月18日） 第70期（決算日2018年１月17日）

作成対象期間（2017年７月19日～2018年１月17日）

第70期末（2018年１月17日）
基 準 価 額 13,106円
純 資 産 総 額 20百万円

第65期　～　第70期
騰 落 率 1.9％
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
替ヘッジなし）」は、2018年１月17日に第70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（為替ヘッジなし）

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

○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65期首：13,104円
第70期末：13,106円（既払分配金（税込み）：240円）
騰 落 率：	 1.9％（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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、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（2017年７月18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。
（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。

（2017年７月19日～2018年１月17日）

　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。

＜値上がり要因＞
・�金融機関の社債や一部証券化商品の価格が上昇したこと。
・�原油を中心とした商品市況の上昇や、新興国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）の改善を受
けて、新興国債券が上昇したこと。

・�米国における税制改革の成立が決定し投資家のリスク許容度が拡大したことや、相対的に高い利回り
を背景に新興国債券に対する需要が拡大したこと。

・�ユーロ圏において着実な景気回復が好感され、通貨ユーロが円に対して上昇したこと。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

＜値下がり要因＞
・�米国にて金融政策の正常化が進むなか、税制改革による景気押し上げへの期待の高まりを受け、国債
利回りが上昇（債券価格は下落）したこと。

項　　　　　目
第65期～第70期

項　目　の　概　要
金　　額 比　　率

（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）	

（受託会社）

円
88　

（59）

（27）	

（	 2）

％
0.671　

（0.447）

（0.208）	

（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）

7

（	 0）

（	 6）

0.050

（0.002）

（0.048）

（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 95 0.721
作成期間の平均基準価額は、13,179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）	 	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 （2017年７月19日～2018年１月17日）
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

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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2013年１月17日
決算日

2014年１月17日
決算日

2015年１月19日
決算日

2016年１月18日
決算日

2017年１月17日
決算日

2018年１月17日
決算日

基準価額 （円） 11,426 12,435 13,779 12,508 12,906 13,106
期間分配金合計（税込み） （円） ― 480 480 480 480 480
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 13.2 15.0 △	 	 	 6.0 7.3 5.4
純資産総額 （百万円） 10 19 21 18 19 20
（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。
（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 （2013年１月17日～2018年１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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、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、2013年１月17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。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

投資環境 （2017年７月19日～2018年１月17日）

（高格付債券市況）
　先進国債券市場は、国および地域によって異なる展開となりました。
　米国債券市場は、ＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）の声明文においてバランスシートの縮小を開
始する方針が決定されるなど金融政策の正常化で進展が確認されたことから、下落しました。また、税
制改革法案が可決され、国内景気に対する前向きな見方が強まったこともマイナス材料となりました。
欧州債券市場は、景況感の改善は見られるものの、冴えないＣＰＩ（消費者物価指数）を背景に低金利
環境が継続するとの見方が強まり、上昇しました。また、ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会において債券
買入れ規模の縮小が決定されたものの、ドラギ総裁が状況によっては債券購入の増額や再延長の可能性
について示唆したこともサポート材料となりました。英国債券市場は、期間の前半、市場予想を上回る
ＣＰＩが確認されるなか、ＢＯＥ（イングランド銀行）当局者より利上げに対する前向きな発言が見ら
れ、下落しました。期間の後半は、賃金上昇率が伸び悩むなか、冴えない小売売上高などが確認され、
上昇しました。期間を通じて見ると、英国債券市場は若干下落しました。

（エマージング債券市況）
　エマージング債券市場（米ドル建て）は、期間を通じて見ると上昇しました。
　期間の前半は、原油を中心とした商品市場が上昇基調を辿るなか、新興国諸国のファンダメンタルズ
の継続的な改善がプラス要因となり、新興国債券市場は上昇しました。また、ＦＯＭＣにてバランス
シートの縮小が発表されるなど金融政策の正常化で進展が見られたものの、引き続き正常化プロセスは
緩やかなペースで進められるとの見方が広まり、米国国債利回りが低下（債券価格は上昇）したことが
プラス材料となりました。期間の後半にかけても、米国にて税制改革への期待が高まったことなどを背
景にリスク・オンの展開となり、新興国債券市場は堅調に推移しました。

（為替市況）
　期間中における主要通貨（対円）
は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移 円／ユーロの推移
（円）
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

（2017年７月19日～2018年１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（ＪＰＹ）」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」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（ＪＰＹ））
　主要先進国において中央銀行による金融緩和の縮小が進められるなど依然として不確実性が残るな
か、ファンダメンタルズ分析を重視した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、
着実な景気回復が続く米国やユーロ圏の長期の金利リスクを少なめとしました。また、英国は、割高割
安分析に基づき、やや金利リスクを少なめとしました。セクター戦略では、慎重なリスク管理に努め、
金融機関の社債や証券化商品などで選別的な保有を行ないました。

（ＰＩＭＣＯ エマージング・マーケット・ボンド・ファンド）
　経済成長や金融政策の二極化が、新興国の個別国間で一段と鮮明になるなかで、各国の財政状況や対
外収支などのファンダメンタルズに基づき、投資対象国を慎重に選別しました。具体的には、潤沢な外
貨準備残高に裏付けられた支払い能力を維持している点に加え、深刻な景気後退から脱し、経済成長が
期待できるロシアやブラジルといった国々に対して積極姿勢としました。一方、地政学的リスクや脆弱
なファンダメンタルズ、対外資金依存度の高さが懸念されるハンガリーや、中国の経済成長の鈍化の影
響を受けるフィリピンなど外部環境の変化に対する耐性が懸念される国々については、消極姿勢としま
した。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

　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。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2017年７月19日～2018年１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。

分配金 （2017年７月19日～2018年１月17日）

　分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。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

項　　　目
第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 第70期

2017年７月19日　
　～2017年８月17日

2017年８月18日　
　～2017年９月19日

2017年９月20日　
　～2017年10月17日

2017年10月18日　
　～2017年11月17日

2017年11月18日　
　～2017年12月18日

2017年12月19日　
　～2018年１月17日

当期分配金 40　 40　 40　 40　 40　 40　
（対基準価額比率） 0.307％ 0.302％ 0.303％ 0.302％ 0.301％ 0.304％
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 8,285　 8,405　 8,522　 8,642　 8,760　 8,880　

（単位：円、１万口当たり、税込み）
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

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（ＪＰＹ）」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」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（ＪＰＹ））
　主要先進国において中央銀行による金融緩和の縮小が進められるなど依然として不確実性は残るもの
の、グローバルの実質ＧＤＰ（国内総生産）成長率は2018年も３％から3.5％という2017年並みの良
好なペースを維持するとみています。米国では、大規模な減税と政府支出の拡大を背景に2018年の成
長率は2.5％程度になるとみています。欧州では、経済成長の勢いの強さと良好な金融環境を踏まえ、
引き続き景気回復の流れが地域全体へ広がっていくとみています。英国では、円滑なＥＵ（欧州連合）
離脱に向けた経過措置の導入が見込まれるなか、企業景況感の改善が設備投資の拡大につながり、経済
は再び加速するとみています。
　ファンドの運用戦略に関しては、金利戦略においては、利上げが急速に進む可能性は低いとの見通し
のもと、米国の金利リスクを若干多めとする一方、ＥＣＢによる資産買入れ策の縮小が視野に入ってい
ることなどに鑑み欧州の金利リスクを少なめとします。また、セクター戦略については、社債や非政府
系モーゲージ債の中で、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
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）
　これまでに進んだ通貨安と輸入の減少・輸出の増加が国際収支の改善や外貨準備の回復、財政赤字の
削減などに繋がり、新興国のファンダメンタルズは良好な状態にあるとみています。また、先進国を中
心とした緩和的な金融政策により様々な資産価格が押し上げられている環境下、新興国資産はバリュ
エーションの観点からも依然として投資妙味を有すると考えています。ただし、短期的には米国の政治
動向や日本や米国および欧州を中心とした量的緩和策からの出口戦略、コモディティ価格の動向といっ
た外部環境の変化による影響については注視する必要があるとみています。上記の前提を踏まえたうえ
で、新興国への投資に際しては、米国の金融政策や保護主義的な通商政策などがもたらす影響が国ごと
に異なるため、これまで以上に国の選別が重要になると考えます。従って、各国の財政状況や対外収支
などに基づき、投資対象国を慎重に精査していく方針です。
　具体的には、2017年末に国際市場へ復帰を遂げたアルゼンチンについては、中南米諸国の中では相
対的に流動性が高くかつ割安感があること、財政改革と金融政策が共に順調に進行しており、ファンダ
メンタルズの改善が期待できることなどから積極姿勢とします。ブラジルについては、引き続き政治動
向には注視するものの、実質ＧＤＰ成長率が３四半期連続でプラスになるなどファンダメンタルズの改
善が続いていることなどから、積極姿勢とします。一方、ハンガリーは、地政学的リスクや脆弱なファ
ンダメンタルズ、高い対外資金依存度などを背景に消極姿勢とします。フィリピンは、低水準の利回り
や中国の経済成長の鈍化の影響が懸念されることから消極姿勢とします。
　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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8

ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

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（ＪＰＹ）」受益証券
「ＰＩＭＣＯ	エマージング・マーケット・ボンド・ファンド」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。

当ファンドの概要

お知らせ
　2017年７月19日から2018年１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。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

（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

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）

（％）
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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

（2013年1月末～2017年12月末）

（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）� �2013年１月から2017年12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。

（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 36.9 65.0 65.7 47.4 9.3 34.9 43.7
最小値 △13.1 △22.0 △17.5 △27.4 △4.0 △12.3 △17.4
平均値 9.4 20.3 21.2 12.5 2.3 9.0 6.4

《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-BPI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）

（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。
指数について
●東証株価指数（TOPIX、配当込）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）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）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-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式
会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株
式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。●シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）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）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。
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

○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70期末
％

ＰＩＭＣＯ	エマージング・マーケット・ボンド・ファンド 50.3
ＰＩＭＣＯ	グローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ） 46.7

組入銘柄数 2銘柄

項　　　　　目
第65期末 第66期末 第67期末 第68期末 第69期末 第70期末

2017年８月17日 2017年９月19日 2017年10月17日 2017年11月17日 2017年12月18日 2018年１月17日
純 資 産 総 額 15,477,745円 15,791,055円 15,776,826円 20,434,294円 20,227,674円 20,090,139円
受 益 権 総 口 数 11,911,720口 11,943,725口 11,975,202口 15,477,955口 15,271,837口 15,329,507口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 12,994円 13,221円 13,175円 13,202円 13,245円 13,106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）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

（注）当作成期間（第65期～第70期）中における追加設定元本額は4,152,119円、同解約元本額は717,600円です。

国内投資信託受益証券
97.0％

国内投資信託受益証券
97.0％

その他
3.0％

円
97.0％
円

97.0％

その他
3.0％

バミューダ
97.0％
バミューダ
97.0％

その他
3.0％

当ファンドのデータ
組入資産の内容

純資産等

（2018年１月17日現在）
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

ＰＩＭＣＯ エマージング・マーケット・ボンド・ファンド

（2016年６月１日～2017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。

（2016年６月１日～2017年５月31日）
【基準価額の推移】

（円）

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

2016/7/31 2016/9/30 2016/11/30 2017/1/31 2017/3/31

（2017年５月31日現在）
【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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

ソブリン債
51.0％社債等

35.5％

その他
13.5％

（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。
※	組入上位10銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分については、実質的な運用を行なっているＰＩＭＣＯ	エマージング・マーケット・ボン
ド・ファンド（Ｍ）の情報です。

ユーロ
4.4％ その他

18.7%

アメリカドル
83.9％

その他
11.7％

その他
70.7％

ブラジル
4.8％
カザフスタン
4.3％

メキシコ
4.0％

チリ
3.5％

アルゼンチン
3.5％

ウクライナ
3.3％

インドネシア
5.8％

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Vnesheconombank	Via	VEB	Finance	PLC	6.025%	due	07/05/2022 社債等 アメリカドル アイルランド 1.7
2 Kazakhstan	Temir	Zholy	National	Co.	JSC	6.375%	due	10/06/2020 社債等 アメリカドル カザフスタン 1.6
3 Sri	Lanka	Government	International	Bond	6.250%	due	07/27/2021 ソブリン債 アメリカドル スリランカ 1.5
4 Uruguay	Government	International	Bond	5.100%	due	06/18/2050 ソブリン債 アメリカドル ウルグアイ 1.5
5 Hungary	Government	International	Bond	5.375%	due	03/25/2024 ソブリン債 アメリカドル ハンガリー 1.4
6 Brazil	Minas	SPE	via	State	of	Minas	Gerais	5.333%	due	02/15/2028 ソブリン債 アメリカドル ブラジル 1.3
7 Croatia	Government	International	Bond	6.000%	due	01/26/2024 ソブリン債 アメリカドル クロアチア 1.3
8 Sberbank	of	Russia	Via	SB	Capital	S.A.	5.500%	due	02/26/2024 社債等 アメリカドル ルクセンブルク 1.3
9 Panama	Government	International	Bond	4.300%	due	04/29/2053 ソブリン債 アメリカドル パナマ 1.2
10 Perusahaan	Gas	Negara	Persero	Tbk	5.125%	due	05/16/2024 社債等 アメリカドル インドネシア 1.2

組入銘柄数 244銘柄

090_3705053633003.indd   1 2018/02/08   9:14:26

組入上位ファンドの概要
ＰＩＭＣＯ グローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）

【基準価額の推移】
（2016年７月１日～2017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。

（円）
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5,200

2016/8/31 2016/10/31 2016/12/31 2017/2/28 2017/4/30

（2016年７月１日～2017年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 日本国債	(0.125%)	due	08/28/2017 ソブリン債 日本円 日本 9.4
2 Fannie	Mae,	TBA	3.000%	due	09/01/2047 米国政府機関債 アメリカドル 米国 6.2
3 Fannie	Mae,	TBA	3.500%	due	09/01/2047 米国政府機関債 アメリカドル 米国 5.9
4 U.S.	Treasury	Notes	1.500%	due	01/31/2022 米国財務省証券 アメリカドル 米国 3.4
5 スペイン国債	(0.384%)	due	10/13/2017 ソブリン債 ユーロ スペイン 3.2
6 フランス国債	(0.768%)	due	07/19/2017 ソブリン債 ユーロ フランス 3.2
7 日本国債	(0.140%)	due	08/07/2017 ソブリン債 日本円 日本 3.1
8 Nykredit	Realkredit	A/S	1.000%	due	10/01/2017 社債等 デンマーククローネ デンマーク 2.4
9 日本国債	(0.133%)	due	08/14/2017 ソブリン債 日本円 日本 2.3
10 Ginnie	Mae,	TBA	3.500%	due	08/01/2047 米国政府機関債 アメリカドル 米国 1.7

組入銘柄数 218銘柄

（2017年６月30日現在）
【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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

ソブリン債
38.4%

社債等
35.2%

米国政府
機関債
19.3%

米国財務省
証券
9.7%

モーゲージ
証券
8.4%

その他	4.1%

（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
63.0%

日本円
16.7%

ユーロ
13.5%デンマーク

クローネ
9.1%

スウェーデン
クローネ
3.3%

オーストラリアドル	2.2%
イギリスポンド

3.1%

その他	4.2%スウェーデン
3.7%

その他
18.6%

米国
45.3%

デンマーク
9.1%

スペイン
6.6%

英国
6.1%

フランス
4.9%

日本
20.7%
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ピムコ・グローバル債券ファンド（為替ヘッジなし）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

ＰＩＭＣＯ エマージング・マーケット・ボンド・ファンド

（2016年６月１日～2017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。

（2016年６月１日～2017年５月31日）
【基準価額の推移】

（円）
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2016/7/31 2016/9/30 2016/11/30 2017/1/31 2017/3/31

（2017年５月31日現在）
【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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

ソブリン債
51.0％社債等

35.5％

その他
13.5％

（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。
※	組入上位10銘柄、資産別配分、国別配分、通貨別配分については、実質的な運用を行なっているＰＩＭＣＯ	エマージング・マーケット・ボン
ド・ファンド（Ｍ）の情報です。

ユーロ
4.4％ その他

18.7%

アメリカドル
83.9％

その他
11.7％

その他
70.7％

ブラジル
4.8％
カザフスタン
4.3％

メキシコ
4.0％

チリ
3.5％

アルゼンチン
3.5％

ウクライナ
3.3％

インドネシア
5.8％

銘　柄　名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 Vnesheconombank	Via	VEB	Finance	PLC	6.025%	due	07/05/2022 社債等 アメリカドル アイルランド 1.7
2 Kazakhstan	Temir	Zholy	National	Co.	JSC	6.375%	due	10/06/2020 社債等 アメリカドル カザフスタン 1.6
3 Sri	Lanka	Government	International	Bond	6.250%	due	07/27/2021 ソブリン債 アメリカドル スリランカ 1.5
4 Uruguay	Government	International	Bond	5.100%	due	06/18/2050 ソブリン債 アメリカドル ウルグアイ 1.5
5 Hungary	Government	International	Bond	5.375%	due	03/25/2024 ソブリン債 アメリカドル ハンガリー 1.4
6 Brazil	Minas	SPE	via	State	of	Minas	Gerais	5.333%	due	02/15/2028 ソブリン債 アメリカドル ブラジル 1.3
7 Croatia	Government	International	Bond	6.000%	due	01/26/2024 ソブリン債 アメリカドル クロアチア 1.3
8 Sberbank	of	Russia	Via	SB	Capital	S.A.	5.500%	due	02/26/2024 社債等 アメリカドル ルクセンブルク 1.3
9 Panama	Government	International	Bond	4.300%	due	04/29/2053 ソブリン債 アメリカドル パナマ 1.2
10 Perusahaan	Gas	Negara	Persero	Tbk	5.125%	due	05/16/2024 社債等 アメリカドル インドネシア 1.2

組入銘柄数 244銘柄
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ＰＩＭＣＯ グローバル債券ストラテジーファンドＪ（ＪＰＹ）
【基準価額の推移】

（2016年７月１日～2017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。

（円）
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（2016年７月１日～2017年６月30日）

（注）	グラフは分配金再投資基準価額です。

銘柄名 業種／種別等 通貨 国（地域） 比率
％

1 日本国債	(0.125%)	due	08/28/2017 ソブリン債 日本円 日本 9.4
2 Fannie	Mae,	TBA	3.000%	due	09/01/2047 米国政府機関債 アメリカドル 米国 6.2
3 Fannie	Mae,	TBA	3.500%	due	09/01/2047 米国政府機関債 アメリカドル 米国 5.9
4 U.S.	Treasury	Notes	1.500%	due	01/31/2022 米国財務省証券 アメリカドル 米国 3.4
5 スペイン国債	(0.384%)	due	10/13/2017 ソブリン債 ユーロ スペイン 3.2
6 フランス国債	(0.768%)	due	07/19/2017 ソブリン債 ユーロ フランス 3.2
7 日本国債	(0.140%)	due	08/07/2017 ソブリン債 日本円 日本 3.1
8 Nykredit	Realkredit	A/S	1.000%	due	10/01/2017 社債等 デンマーククローネ デンマーク 2.4
9 日本国債	(0.133%)	due	08/14/2017 ソブリン債 日本円 日本 2.3
10 Ginnie	Mae,	TBA	3.500%	due	08/01/2047 米国政府機関債 アメリカドル 米国 1.7

組入銘柄数 218銘柄

（2017年６月30日現在）
【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。

【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】

ソブリン債
38.4%

社債等
35.2%

米国政府
機関債
19.3%

米国財務省
証券
9.7%

モーゲージ
証券
8.4%

その他	4.1%

（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。
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