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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。

＜952664＞

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、「日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）」
は、2022年10月20日に第174期の決算を行ない
ました。
当ファンドは、主として、高金利通貨に投資
を行なう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。

第174期末（2022年10月20日）
基 準 価 額 2,772円
純 資 産 総 額 1,567百万円

第169期～第174期
騰 落 率 3.1％
分配金（税込み）合計 60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。

○�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。

日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）
追加型投信／海外／債券

交付運用報告書
� 第169期（決算日2022年5月20日）� � 第170期（決算日2022年6月20日）� � 第171期（決算日2022年7月20日）
� 第172期（決算日2022年8月22日）� � 第173期（決算日2022年9月20日）� � 第174期（決算日2022年10月20日）

作成対象期間（2022年4月21日～2022年10月20日）

お 知 ら せ

当ファンドは、2023年４月20日に信託期間が終了し、償還を迎える予定です。
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運用経過
作成期間中の基準価額等の推移 � （2022年4月21日～2022年10月20日）

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）

（円） （百万円）
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第169期首：2,749円
第174期末：2,772円（既払分配金（税込み）：60円）
騰 落 率： 3.1％（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（2022年4月20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。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、高金利通貨に投資を行なう２つの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おります。また、新興国通貨と先進国通貨の投
資割合は原則7：３としております。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＞
・高金利通貨投資に伴なうインカム収入を得たこと。
・日米金利差の拡大などを背景に対アメリカドルで急速な円安が進行したこと。
・�輸出拡大や緊縮財政などを背景にメキシコペソが大きく上昇したほか、カナダドルなど、ポートフォ

リオの組入れ通貨が対円で上昇したこと。
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＜値下がり要因＞
・�米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ観測などを背景に新興国からの資金流出懸念が高まった

こと。
・�欧州連合（ＥＵ）との関係悪化などを背景にハンガリーフォリントが大きく下落したほか、ニュージー

ランドドル、ノルウェークローネなど、ポートフォリオの組入れ通貨が対円で下落したこと。
・金利が世界的に上昇（債券価格は下落）したこと。

１万口当たりの費用明細 � （2022年4月21日～2022年10月20日）

項 目 第169期～第174期 項 目 の 概 要金 額 比 率
円 ％

（a） 信 託 報 酬 13 0.469 （a）�信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） （ 5） （0.204） 委託した資金の運用の対価

（ 販 売 会 社 ） （ 7） （0.248） 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

（ 受 託 会 社 ） （ 0） （0.017） 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 1 0.043 （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 ） （ 0） （0.002） 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 ） （ 1） （0.040） 印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

合 計 14 0.512

作成期間の平均基準価額は、2,667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。
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。
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（参考情報）
◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および
有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.28％です。

経費率
1.28％

当ファンド
1.02％
当ファンド
1.02％

投資先
ファンド
0.26％

投資先
ファンド
0.26％

運用管理費用
（投信会社）
0.41％

運用管理費用
（投信会社）
0.41％

運用管理費用
（販売会社）
0.49％

運用管理費用
（販売会社）
0.49％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

その他費用
0.09％

運用管理費用
0.26％

運用管理費用
0.26％

（単位：％）

経費率（①＋②） 1.28

①当ファンドの費用の比率 1.02

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.26

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当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。）です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
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最近５年間の基準価額等の推移 � （2017年10月20日～2022年10月20日）

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）

（円） （百万円）
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（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、2017年10月20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。

2017年10月20日 2018年10月22日 2019年10月21日 2020年10月20日 2021年10月20日 2022年10月20日
決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額 （円） 3,594 3,129 2,885 2,469 2,596 2,772
期間分配金合計（税込み） （円） － 240 240 240 180 120
分配金再投資基準価額騰落率（％） － △ 6.4 △ 0.3 △ 6.3 12.9 11.8
純資産総額� （百万円） 3,341 2,582 2,219 1,713 1,630 1,567

（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。
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投資環境 � （2022年4月21日～2022年10月20日）

（新興国通貨市況）
新興国通貨は、期間の前半、ロシアとウクライナとの間の紛争を受けた投資家のリスク回避姿勢の高

まりや、中国の景気減速などを背景に資源需要が減少するとの懸念から、下落基調となりました。期間
の後半は、ＦＲＢによる大幅な利上げに伴ないアメリカドル高が進行したことや、世界的な景気減速が
意識され、新興国からの資金流出懸念が高まったことから、対アメリカドルで下落しました。一方、日
米金利差の拡大などを背景に対アメリカドルで急速な円安が進行したことから、新興国通貨は対円では
上昇しました。期間を通じて見ると、新興国通貨市場（対円）は上昇しました。

（先進国通貨市況）
ＦＲＢを中心に、カナダ銀行やオーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）など主要先進国の中央銀行にも利

上げ観測が広がり、短期金利がそれを織り込み続けたことから、国債市場は厳しい売り圧力に晒されま
した。こうしたなか、世界的にインフレ圧力が増幅され、国債利回りは大幅に上昇しました。一方、経
済成長期待は急激に後退しました。こうした状況は、金融資産にとって大きな打撃となりました。主な
きっかけとなったのはロシアによるウクライナ侵攻で、それによってすでに存在していたサプライ
チェーン（供給網）懸念がさらに強まりました。それまでの懸念は、東アジアにおける新型コロナウイ
ルスの感染拡大を受けたロックダウン（都市封鎖）や米国西海岸向けを中心とした消費財の輸送を巡る
ものでしたが、ロシアの一方的な侵攻やそれに対する欧米諸国の制裁措置により、欧州や周辺地域を中
心としてエネルギーや穀物の供給が危険に晒されました。こうした環境下、多くの国の総合インフレ率
が前例のない加速を見せたことで、主要中央銀行によるタカ派（金融引き締め的な政策を支持）的な発
言が強まり、短期金利にはさらに上昇圧力がかかりました。市場のボラティリティ（変動性）が総じて
高止まりするなか、世界的にアメリカドル高が進みました。
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当ファンドのポートフォリオ � （2022年4月21日～2022年10月20日）

（当ファンド）
当ファンドは、運用の基本方針に則り、「ＰＩＭＣＯバミューダエマージングカレンシーハイインカ

ムファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券に純資産総額の70％程度、「ハイグレードカレンシーファンド�クラ
スＡ」受益証券に純資産総額の30％程度を投資し、残余部分は短期金融資産に投資を行ないました。

（ＰＩＭＣＯバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドＪ（ＪＰＹ））
期間中、ポートフォリオで投資を行なった新興国通貨は全体的にプラスの収益率（投資先債券のイン

カム収入を含む）となりました。メキシコペソ、インドルピー、ブラジルレアルなどへの投資がプラス
寄与となった一方、ハンガリーフォリントやコロンビアペソなどはマイナスの影響となりました。ポー
トフォリオにおいては、ハンガリーフォリントや中国人民元、チェココルナなどの組入比率を引き上げ
た一方、ブラジルレアルやチリペソ、インドネシアルピアなどを引き下げました。

（ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ）
利回り水準の比較的高い通貨の短期金融資産への投資を継続しました。各国のファンダメンタルズ（経

済の基礎的条件）分析や、通貨ごとの短期金融資産の流動性など、各通貨のリスクを勘案し、投資対象
通貨の選別を実施しました。ＦＲＢ、欧州中央銀行（ＥＣＢ）、日銀などの主要中央銀行の金融政策運
営については、世界の債券利回りや当ファンドの投資先通貨のパフォーマンスに影響を及ぼすことから、
動向を引き続き注視しています。

期間中に、ノルウェークローネからオーストラリアドルへの入れ替えを行ない、その後、イギリスポ
ンドからノルウェークローネへの入れ替えを行ないました。イギリスは、新政権が発表した減税政策「ミ
ニ・バジェット（小さな予算）」を受けて財政見通しが非常に不透明となり、イギリスポンドはボラティ
リティの高い状態が続くとみられます。対照的に、ノルウェークローネは天然ガスを中心としたコモディ
ティ価格の上昇が追い風になるとみられます。期間末時点では、オーストラリアドル、ニュージーラン
ドドル、カナダドル、ノルウェークローネ、アメリカドルの通貨建て短期債券に分散投資を行なってい
ます。

当ファンドのベンチマークとの差異 � （2022年4月21日～2022年10月20日）
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。
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分配金 � （2022年4月21日～2022年10月20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
� （単位：円、1万口当たり、税込み）

項 目
第169期 第170期 第171期 第172期 第173期 第174期

2022年4月21日～
2022年5月20日

2022年5月21日～
2022年6月20日

2022年6月21日～
2022年7月20日

2022年7月21日～
2022年8月22日

2022年8月23日～
2022年9月20日

2022年9月21日～
2022年10月20日

当期分配金 10 10 10 10 10 10
（対基準価額比率） 0.384％ 0.369％ 0.372％ 0.376％ 0.363％ 0.359％

当期の収益 － 1 － － 1 1
当期の収益以外 10 8 10 10 8 8

翌期繰越分配対象額 3,188 3,180 3,170 3,160 3,152 3,143
（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。
（注）�投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いす

ることはございません。

今後の運用方針

（当ファンド）
引き続き、原則として「ＰＩＭＣＯバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドＪ

（ＪＰＹ）」受益証券に純資産総額の70％程度、「ハイグレードカレンシーファンド�クラスＡ」受益証券
に純資産総額の30％程度を投資し、残余部分は短期金融資産に投資を行なう方針です。

（ＰＩＭＣＯバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドＪ（ＪＰＹ））
インフレ率の上昇や中央銀行による急速な金融引き締めに加え、ロシアによるウクライナ侵攻といっ

た地政学的リスクの高まりを受けて、先進国を中心に景気後退に陥る可能性が高まっているとみていま
す。ただし、家計や企業のファンダメンタルズが堅調なことから、今回の景気後退は2008年の金融危機
や2020年の新型コロナショックほど深刻なものにはならないとみています。一方、過去のショック時と
比較して既に政府債務や中央銀行のバランスシートが肥大化しているなか、金融・財政政策による景気
へのサポート余地は限定的であることから景気後退の期間は長期化し、その後の回復にも相応の時間を
要するとみています。

新興国諸国については、インフレ率の上昇や先進国における金融引き締めの影響から主要4ヵ国（ブ
ラジル、ロシア、インド、メキシコ）の2022年における経済成長率は前年から大きく低下すると予想し
ています。また、新興国債券市場ではスプレッドの拡大や実質金利の上昇が進んでいますが、このこと
は政治的・地政学的不安を背景としたボラティリティの高まりに対するクッションの役割を果たすこと
が期待されます。加えて、個別の国を見た場合に特有のバリューを持つ投資機会が生まれてきていると
考えています。より一層投資対象の選別が重要となるなか、中央銀行が利上げの姿勢を維持し、財政面
においても慎重な姿勢が示されているメキシコペソを積極姿勢としています。一方、物価上昇が続くなか、
エルドアン大統領の政治的な圧力によって中央銀行による金融政策の実施が妨げられているトルコリラ
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を消極姿勢としています。
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。

（ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ）
米国では、国内総生産（ＧＤＰ）成長率は、2022年１-３月期の前期比1.6％減に引き続き、4-6月

期は同0.6％減と２四半期連続のマイナス成長となり、テクニカル・リセッション（景気後退）の定義
に該当することになりました。しかし、米国における労働市場の力強さや消費の底堅さを踏まえれば、
米国の民間非営利研究機関である全米経済研究所（ＮＢＥＲ）は米国経済がリセッション入りしたと定
義することはないであろうとみられています。とはいえ、食料品価格やエネルギー価格を中心とした持
続的な物価の上昇やＦＲＢによる利上げを受けて、住宅投資や企業の設備投資を中心に米国経済の一部
の分野で低迷が見られます。2022年8月の総合消費者物価指数（ＣＰＩ）は伸び率が鈍化したものの市
場予想を上回り、基調的な物価上昇率を示すコアＣＰＩ上昇率は再び加速しています。物価上昇圧力が
持続するなか、9月の米国連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では大方の予想通り３会合連続となる0.75％
の利上げが決定されました。アメリカドル高騰の継続、エネルギー価格の低下、サプライチェーンの緩
和などから、今後数ヵ月にわたり消費者物価の上昇は減速し、ＦＲＢは利上げペースを落とすことがで
きるようになると考えられます。

欧州では、マクロ経済指標が引き続き景気が悪化していることを示しており、ドイツの民間調査会社
であるＺＥＷ（欧州経済研究センター）の景気期待指数は過去最低水準近辺まで急落しています。ロシ
アとの関係が急速に悪化するなか、天然ガスを中心に欧州への供給に対する不安からコモディティ価格
が急上昇し、欧州のインフレ見通しを一段と複雑にしています。2022年9月のユーロ圏消費者物価指数

（ＨＩＣＰ）速報値では、物価が力強いペースで上昇していることが確認されており、総合指数は前年
比で＋10.0％と大幅に上昇し、コア物価の上昇も加速しています。ユーロ圏内の物価動向を踏まえて、
ＥＣＢはタカ派的な姿勢を強めており、経済成長のモメンタムが弱まっていることが示されるなかでも、
利上げとバランスシートの縮小を通じて金融緩和の巻き戻しを継続する意向です。ユーロ圏の短期金利
市場では大幅な追加利上げが織り込まれています。

英国では、トラス新政権の減税策発表を受けて政治情勢に注目が集まるなか、財政支出の削減や税収
の増加がないなかで大規模な財政出動を実施すれば大量の国債発行やマネタイゼーションにつながるこ
とから、さらなるインフレ懸念の高まりを受けてイギリスポンド建て資産は下落しました。反対が高ま
るなかで、トラス首相とクワーテング財務相は所得税の最高税率引き下げ案を撤回すると発表しました。
イングランド銀行（中央銀行）は、市場の機能不全を回避するために必要なら金額無制限で、残存期間
20年超の国債を対象に一時的に買い入れると発表しました。また、保有国債の売却による量的引き締め

（ＱＴ）プログラムの開始は延期されました。イングランド銀行は2022年9月の金融政策委員会（ＭＰＣ）
で7会合連続の利上げを決定し、政策金利は0.50％引き上げられて2.25％となりました。次回11月の
ＭＰＣ会合ではイングランド銀行が極めて積極的な利上げを決定するという観測が広がっています。イ
ングランド銀行が経済成長の維持を優先することに舵を切り、利上げサイクルを終了させることが見込
めるまでは、一般消費財・サービスセクターの需要は減少し続けることになるとみられています。

オーストラリアでは、主要経済指標が引き続き金融緩和の一段の巻き戻しを支持する内容となってい
ますが、労働市場統計では労働市場の減速を示唆する兆候が見られ、2022年8月の失業率は3.5％に上
昇しています。しかし、オーストラリアの労働市場は依然として需給が逼迫した状況にあることから、
必然的に賃金に上昇圧力がかかることになるとみています。コモディティ価格の高騰に加えて、労働市
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場が完全雇用の状態にあることを背景に、国内の物価上昇圧力が一段と高まり、2022年4-6月期の総
合ＣＰＩは前期比で1.8％、前年同期比では6.1％上昇しています。経済活動の面では、政策金利の上昇
に伴ない実体経済における市場金利が上昇していることから、住宅市場や家計消費などオーストラリア
経済の一部の分野ですでに成長モメンタムの失速が見られ始めています。

ニュージーランドでは、政策金利の引き上げに伴ない金融状況が引き続き引き締まっています。ニュー
ジーランド準備銀行（ＲＢＮＺ）は2022年8月の金融政策決定会合で政策金利を0.50％引き上げ3.0％
にすることを決定し、住宅ローン金利を含む市場金利に一段の上昇圧力がかかりました。住宅ローン金
利の上昇に伴ない、不動産価格を含む住宅市場の活動に軟化の兆しが見られています。その他の分野では、
サービスセクターがパンデミック関連規制の緩和、特に外国人観光客の受け入れ再開からの恩恵を受け
好調に推移を続けている一方で、継続的なサプライチェーンの混乱や国内の労働力不足の深刻化を背景
に製造業セクターなどに対する下押し圧力が強まっています。インフレ率が高水準で推移するなかで、
ＲＢＮＺは短・中期的なインフレ期待を抑制するために金融緩和の巻き戻しを継続していく意向を示し
ています。

ノルウェーでは、インフレ圧力が強まり続けるなかで、ノルウェー銀行（中央銀行）は2022年9月の
金融政策決定会合において３会合連続で政策金利を0.50％引き上げ2.25％にすることを決定しました。
労働市場の需給は極めて逼迫した状態が続いており、失業率が大幅に低下した結果、広範囲なセクター
の企業が人手不足により事業活動の制約に直面しています。インフレに関しては、8月の総合ＣＰＩ上
昇率は7月から減速し、コアＣＰＩも低下しました。経済活動の鈍化や国内の物価上昇圧力の緩和を示
唆する兆候が見られているにもかかわらず、ノルウェー銀行は金融緩和の巻き戻しを継続する意向を示
していますが、今後の利上げペースは減速される可能性が高いとみられています。

カナダでは、国内金利の上昇が家計消費を抑制し、さらに企業の資本コストを増加させるなかで、経
済活動の軟化の兆候を示唆する内容の経済指標が見られます。2022年7月のＧＤＰ成長率は前年同月比
4.3％増となり、6月の増加幅を下回りました。労働市場統計では、8月の雇用者数が３ヵ月連続の減少
となるなか、8月の失業率は上昇しています。8月の総合ＣＰＩは前月比で低下し、前年同月比でも7.0％
に減速しています。インフレ率が足元で軟化しているにもかかわらず、カナダ銀行は今後数ヵ月にわた
り政策金利を引き上げ続けると予想されています。

引き続き、利回り水準の比較的高い通貨の短期金融資産への投資を継続する方針です。また、各経済
のファンダメンタルズを分析し、短期金融資産の流動性を含めた各通貨のリスクを考慮して投資対象の
通貨を選択します。

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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お知らせ
2022年4月21日から2022年10月20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。

当ファンドの概要

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2008年4月28日から2023年4月20日までです。

運 用 方 針
主として債券や短期金融商品を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バミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券
「ハイグレードカレンシーファンド�クラスＡ」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

主として、高金利通貨に投資を行なう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。主要投資対象は短期債券とし、新興国を含む世界の高金利通貨に投資を行ないます。
新興国通貨と先進国通貨の投資割合は原則7：３に保ちます。新興国および先進国の投資範囲内では、ファンダ
メンタルズ分析などに基づき、高金利通貨の選定や通貨別投資比率をアクティブに決定します。原則として為替
ヘッジは行ないません。

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。ただし、基準価額水準などを勘案し、上記安定分配相当額のほか、委託者が決定する額を付
加して分配を行なう場合があります。
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（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

最大値（当ファンド） 最大値 最小値（当ファンド） 最小値 平均値
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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

（2017年10月末～2022年9月末）

（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 14.6 42.1 59.8 62.7 5.4 11.4 15.7
最小値 △ 13.1 △ 16.0 △ 12.4 △ 19.4 △ 3.7 △ 4.5 △ 9.4
平均値 1.4 7.7 15.7 9.2 0.1 3.4 2.2

（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）2017年10月から2022年9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。
（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：FTSE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、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、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、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属
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。●FTSE世界国債
インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE�Fixed�Income�LLCにより運営され、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等の知的財産その他一切の権利は、FTSE�Fixed�Income�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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当ファンドのデータ
組入資産の内容 � （2022年10月20日現在）

○組入上位ファンド
銘 柄 名 第174期末

％
ＰＩＭＣＯバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドＪ（ＪＰＹ） 68.5
ハイグレードカレンシーファンド�クラスＡ 29.4

組入銘柄数 2銘柄
（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。

○資産別配分

国内投資信託受益証券
97.9％

国内投資信託受益証券
97.9％

その他
2.1％

○国別配分

バミューダ
68.5％
バミューダ
68.5％

ケイマン
諸島
29.4％

ケイマン
諸島
29.4％

その他
2.1％

○通貨別配分

円
97.9％
円

97.9％

その他
2.1％

（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。
（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。

純資産等

項 目 第169期末 第170期末 第171期末 第172期末 第173期末 第174期末
2022年5月20日 2022年6月20日 2022年7月20日 2022年8月22日 2022年9月20日 2022年10月20日

純 資 産 総 額 1,558,833,994円 1,596,648,989円 1,566,829,006円 1,530,182,908円 1,559,249,633円 1,567,335,324円
受 益 権 総 口 数 6,015,048,660口 5,920,449,986口 5,856,815,334口 5,769,852,926口 5,678,574,446口 5,654,613,243口
１万口当たり基準価額 2,592円 2,697円 2,675円 2,652円 2,746円 2,772円

（注）当作成期間（第169期～第174期）中における追加設定元本額は34,132,444円、同解約元本額は443,761,700円です。
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組入上位ファンドの概要

ＰＩＭＣＯバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドＪ（ＪＰＹ）

（円）

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2021/8/31 2021/10/31 2021/12/31 2022/2/28 2022/4/30

（2021年7月1日～2022年6月30日）
【基準価額の推移】

（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

【１万口当たりの費用明細】
（2021年７月1日～2022年６月30日）

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。

【組入上位10銘柄】
（2022年６月30日現在）

銘 柄 名 業 種 ／ 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率
％

１ 日本短期国債 (0.103%) due 0７/11/2022 短期国債 日本円 日本 18.4
2 マレーシア短期国債 2.303% due 11/1７/2022 短期国債 マレーシアリンギッド マレーシア ６.６
3 米国短期国債 1.0６3% due 08/25/2022 短期国債 アメリカドル 米国 ６.4
4 Colombian TES 10.000% due 0７/24/2024 ソブリン債 コロンビアペソ コロンビア ６.1
5 South Africa Government International Bond 10.500% due 12/21/202６ ソブリン債 南アフリカランド 南アフリカ 5.4
6 Israel Government Bond 0.000% due 10/0７/2022 ソブリン債 イスラエルシェケル イスラエル 4.2
7 シンガポール短期国債 1.1６1% due 0７/08/2022 短期国債 シンガポールドル シンガポール 3.６
8 Israel Government Bond 0.000% due 02/08/2023 ソブリン債 イスラエルシェケル イスラエル 2.5
9 Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl 9.850% due 0７/1６/2032 社債等 ブラジルレアル ブラジル 1.9
10 イスラエル短期国債 0.889% due 05/03/2023 短期国債 イスラエルシェケル イスラエル 1.9

組入銘柄数 113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】

短期国債
44.2％

ソブリン債
25.9％

社債等
23.4％

その他
6.5％

【国別配分】

その他
21.3％
その他
21.3％

シンガポール
4.2％

マレーシア
6.6％

コロンビア
8.9％

南アフリカ 9.4％
イスラエル

9.9％

米国
18.2％
米国

18.2％

日本
21.5％
日本

21.5％

【通貨別配分】

シンガポール
ドル
4.2％

マレーシア
リンギッド
6.6％

南アフリカ
ランド
8.4％
コロンビア
ペソ
8.9％ イスラエルシェケル

9.6％

アメリカ
ドル
28.2％

アメリカ
ドル
28.2％

その他
14.2％
その他
14.2％

日本円
20.0％
日本円
20.0％

（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。
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ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ

（円）
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（2021年3月1日～2022年2月28日）
【基準価額の推移】

（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

【１万口当たりの費用明細】
（2021年3月1日～2022年2月28日）

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。

【組入上位10銘柄】
（2022年2月28日現在）

銘 柄 名 業 種 ／ 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率
％

１ European Investment Bank 1.50% due 05/12/22 社債等 ノルウェークローネ 国際機関 15.8
2 Friends Life Holdings PLC 8.25% due 04/21/22 社債等 イギリスポンド 英国 12.2
3 Mizuho Bank Ltd. 0.54% due 05/23/22 譲渡性預金証書 アメリカドル オーストラリア 10.2
4 Bank of Nova Scotia/The 1.83% due 04/27/22 社債等 カナダドル カナダ 9.7
5 Westpac Banking Corp. 2.65 % due 08/17/22 社債等 ニュージーランドドル オーストラリア 6.4
6 Daimler Canada Finance, Inc. 3.05% due 05/16/22 社債等 カナダドル カナダ 5.7
7 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.75% due 04/14/22 政府債 ニュージーランドドル ニュージーランド 5.6
8 Wells Fargo & Co. 2.13% due 04/22/22 社債等 イギリスポンド 米国 5.4
9 ANZ Bank New Zealand Ltd. 3.75% due 09/01/22 社債等 ニュージーランドドル ニュージーランド 4.8
10 Wells Fargo & Co. 2.09% due 04/25/22 社債等 カナダドル 米国 4.3

組入銘柄数 17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】

その他
0.9%

政府債
9.6%

社債等
79.3%譲渡性預金証書

10.2%

【国別配分】

その他
3.9%

英国
12.2%

オランダ
5.4%

ニュージー
ランド
13.5%

米国
16.8%

オースト
ラリア
16.6%国際機関

15.8%
カナダ
15.7%

【通貨別配分】
その他 0.9%

ニュージーランド
ドル

19.9%

ノルウェー
クローネ
19.8%

カナダ
ドル

20.1%

アメリカ
ドル

20.3%

イギリス
ポンド
19.0%

（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。
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ＰＩＭＣＯバミューダエマージングカレンシーハイインカムファンドＪ（ＪＰＹ）

（円）
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2021/8/31 2021/10/31 2021/12/31 2022/2/28 2022/4/30

（2021年7月1日～2022年6月30日）
【基準価額の推移】

（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

【１万口当たりの費用明細】
（2021年７月1日～2022年６月30日）

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。

【組入上位10銘柄】
（2022年６月30日現在）

銘 柄 名 業 種 ／ 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率
％

１ 日本短期国債 (0.103%) due 0７/11/2022 短期国債 日本円 日本 18.4
2 マレーシア短期国債 2.303% due 11/1７/2022 短期国債 マレーシアリンギッド マレーシア ６.６
3 米国短期国債 1.0６3% due 08/25/2022 短期国債 アメリカドル 米国 ６.4
4 Colombian TES 10.000% due 0７/24/2024 ソブリン債 コロンビアペソ コロンビア ６.1
5 South Africa Government International Bond 10.500% due 12/21/202６ ソブリン債 南アフリカランド 南アフリカ 5.4
6 Israel Government Bond 0.000% due 10/0７/2022 ソブリン債 イスラエルシェケル イスラエル 4.2
7 シンガポール短期国債 1.1６1% due 0７/08/2022 短期国債 シンガポールドル シンガポール 3.６
8 Israel Government Bond 0.000% due 02/08/2023 ソブリン債 イスラエルシェケル イスラエル 2.5
9 Swiss Insured Brazil Power Finance Sarl 9.850% due 0７/1６/2032 社債等 ブラジルレアル ブラジル 1.9
10 イスラエル短期国債 0.889% due 05/03/2023 短期国債 イスラエルシェケル イスラエル 1.9

組入銘柄数 113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】

短期国債
44.2％
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その他
14.2％

日本円
20.0％
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（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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ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ

（円）
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（2021年3月1日～2022年2月28日）
【基準価額の推移】

（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

【１万口当たりの費用明細】
（2021年3月1日～2022年2月28日）

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。

【組入上位10銘柄】
（2022年2月28日現在）

銘 柄 名 業 種 ／ 種 別 等 通 貨 国（ 地 域 ） 比 率
％

１ European Investment Bank 1.50% due 05/12/22 社債等 ノルウェークローネ 国際機関 15.8
2 Friends Life Holdings PLC 8.25% due 04/21/22 社債等 イギリスポンド 英国 12.2
3 Mizuho Bank Ltd. 0.54% due 05/23/22 譲渡性預金証書 アメリカドル オーストラリア 10.2
4 Bank of Nova Scotia/The 1.83% due 04/27/22 社債等 カナダドル カナダ 9.7
5 Westpac Banking Corp. 2.65 % due 08/17/22 社債等 ニュージーランドドル オーストラリア 6.4
6 Daimler Canada Finance, Inc. 3.05% due 05/16/22 社債等 カナダドル カナダ 5.7
7 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 2.75% due 04/14/22 政府債 ニュージーランドドル ニュージーランド 5.6
8 Wells Fargo & Co. 2.13% due 04/22/22 社債等 イギリスポンド 米国 5.4
9 ANZ Bank New Zealand Ltd. 3.75% due 09/01/22 社債等 ニュージーランドドル ニュージーランド 4.8
10 Wells Fargo & Co. 2.09% due 04/25/22 社債等 カナダドル 米国 4.3

組入銘柄数 17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。
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（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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