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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

 

 
 

第８期（決算日 2016年４月20日） 

 

  
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。 
「日興高金利通貨ファンド（資産成長型）」は、2016年４月20日に第８期の決算を行ないましたので、
期中の運用状況をご報告申しあげます。 
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 

 

  

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。 

主要運用対象 

「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。 

組 入 制 限 
投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

外貨建資産への直接投資は行ないません。 

分 配 方 針 
毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただ

し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 

 

 

運用報告書（全体版） 

受 益 者 の み な さ ま へ 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

＜952672＞
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

 

 
 

 日興高金利通貨ファンド（資産成長型） ···················· １ 

 

（ご参考）投資対象先の直近の内容 

◆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) ··· 11 

◆ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ ··············· 21 

 

 

 
 

日興アセットマネジメントでは、本資料の他に当ファンドに関する情報等を別途開示している場合がございます。 

詳しくは、当社ホームページ（http://www.nikkoam.com/）またはお取引先の窓口までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ※で運用を行ないます。 

※ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託を組み合わせ、一つのファンドとみなした投資信託のことをい

います。 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

 
【運用報告書の表記について】 

・ 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と

は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。  

 

○ 近５期の運用実績 
 

決 算 期
基 準 価 額 投 資 信 託 

証   券 
組 入 比 率 

純 資 産
総 額(分配落) 

税 込 み
分 配 金

期 中
騰 落 率

 円 円 ％ ％ 百万円

４期(2012年４月20日) 8,187 0 △ 5.6 97.6 2,557

５期(2013年４月22日) 10,197 0 24.6 99.6 2,365

６期(2014年４月21日) 10,160 0 △ 0.4 98.4 1,846

７期(2015年４月20日) 10,252 30 1.2 97.0 1,355

８期(2016年４月20日) 9,144 0 △10.8 96.2 929
 

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。 

（注）複数の投資信託に分散投資を行なうため、適切なベンチマークおよび参考指数はございません。 

 

○当期中の基準価額と市況等の推移 

年 月 日 
基 準 価 額 投 資 信 託

証   券
組 入 比 率 騰 落 率

(期  首) 円 ％ ％

2015年４月20日 10,252 － 97.0

４月末 10,447 1.9 98.0

５月末 10,621 3.6 98.0

６月末 10,436 1.8 98.0

７月末 10,266 0.1 98.0

８月末 9,622 △ 6.1 98.0

９月末 9,267 △ 9.6 97.9

10月末 9,651 △ 5.9 98.0

11月末 9,700 △ 5.4 98.0

12月末 9,441 △ 7.9 97.9

2016年１月末 9,061 △11.6 98.0

２月末 8,792 △14.2 98.0

３月末 9,221 △10.1 98.1

(期  末) 

2016年４月20日 9,144 △10.8 96.2
 

（注） 騰落率は期首比です。 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

○運用経過 (2015年４月21日～2016年４月20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） 分配金再投資基準価額は、期首（2015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うインカム収入を得たこと。 

 

＜値下がり要因＞ 

・中国経済の減速懸念や原油価格の大幅な下落を背景に、投資家心理が悪化したことを受けて新興国通貨が

下落したこと。 

・投資対象とした先進国通貨が総じて対円で下落したこと。 

 

期中の基準価額等の推移 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

 

（新興国通貨市況） 

新興国通貨市場（対円）は期間を通じて原油価格と中国経済の動向に敏感に反応し、非常に変動の大きい展

開となりました。 

期間の初めは、原油価格が落ち着きを取り戻すなか、原油輸出国を中心に景気減速への懸念が後退したこと

が好感され、新興国通貨市場（対円）は若干上昇しました。しかしその後、中国政府が予想よりも大幅な人民

元の引き下げを容認したことや原油をはじめとする商品市況が弱含んだことから投資家心理が悪化したこと

を背景に、新興国通貨市場（対円）は下落に転じました。期間の半ばにかけては、中国人民銀行による追加緩

和策の発表を受けて、中国の景気減速への過度な懸念が後退したことが市場心理の改善につながり、新興国通

貨市場（対円）は横ばいに推移しました。期間末にかけては、中国景気に対する不安拡大と原油安の進行を受

けて世界的にリスク回避姿勢が優勢となり、新興国通貨市場（対円）は再び下落基調を辿りました。期間を通

じてみると、新興国通貨市場（対円）は下落する結果となりました。 

 

（先進国通貨市況） 

期間中の投資対象通貨は変動の大きい展開となり、円に対して総じて軟調な推移となりました。 

期間中は、主に３つの事柄が市場の大きな変動要因となりました。１つ目は米国の金融政策でした。期間を

通じて米国の利上げ開始時期に対する不透明感が市場の下押し圧力となり、早期利上げに対する警戒感が、

度々市場の調整要因となりました。結局、利上げは2015年12月に実施されましたが、その後、市場の関心は追

加利上げのペースに移っており、期間末においても、引き続き市場の大きな関心事となっています。２つ目は

原油価格の下落でした。過剰供給や世界的な景気後退懸念から原油価格は大きく調整し、そのことが投資家心

理を冷やし、世界的な株価調整要因となりました。原油価格は期間末にかけてやや水準を戻したものの、引き

続き市場の大きな懸念材料となっています。３つ目は中国の景気減速懸念でした。期間中、中国株式市場が

度々大きく調整し、世界的な景気減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、市場全体の下押し圧力とな

りました。市場は期間末にかけてやや落ち着きを取り戻しましたが、依然として景気に対する先行き不透明感

は強く、多くの国が緩和的な金融政策を維持しました。以上のような市場環境が、期間中の投資対象通貨の変

動要因となりました。 

 

  

投資環境 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

 

（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がマイナスの収益率（投資先債券のインカム収入を含

む）となりました。ポートフォリオにおける組入れ通貨では、特に南アフリカランドやメキシコペソといった

国々の通貨への投資がパフォーマンスにマイナスに影響しました。また、期間中、ポートフォリオにおいては、

バリュエーション面での魅力が高まったコロンビアペソの組入比率を引き上げた一方で、チリペソの組入比

率を引き下げました。 

 

（ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ） 

各国のファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）の分析や各通貨のリスクを勘案し、投資対象通貨の選別を

行ないました。期間の初めは、ユーロ、ニュージーランドドル、オーストラリアドル、ノルウェークローネ、

カナダドルを投資対象としていましたが、期間の前半に、利回りの向上などを目的にユーロとスウェーデンク

ローナの入れ替えを行ない、期間末においては、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、

ノルウェークローネ、スウェーデンクローナを投資対象としています。 

 

 

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。 

グラフは、当ファンドの基準価額騰落率です。 

 

  

当ファンドのポートフォリオ 

当ファンドのベンチマークとの差異 

 
（注） 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

 

分配金は、基準価額水準、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８期 

2015年４月21日～ 
2016年４月20日 

当期分配金 － 

(対基準価額比率) －％

 当期の収益 － 

 当期の収益以外 － 

翌期繰越分配対象額 11,717 
 

（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）） 

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分析に主軸を置きつつ、引き続き資源価格の動向

や地政学的リスクなどが相場に与える影響についても注視します。具体的には、中央銀行による政策運営への

信頼性の高さや金利面での魅力度が相対的に高いインドや、相対的な価値から機動的なポジション変更を検

討しているロシアなどの通貨を積極姿勢とする方針です。 

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） 

引き続き、各国のファンダメンタルズの分析や各通貨のリスクを勘案し、投資対象通貨の選別を行なう方針

です。当面は、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、ノルウェークローネ、スウェーデ

ンクローナに対する投資を継続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。 
 

分配金 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

○１万口当たりの費用明細 (2015年４月21日～2016年４月20日) 

項 目 
当 期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 89  0.918 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） (39)  (0.400) 委託した資金の運用の対価 

 （ 販 売 会 社 ） (47)  (0.486) 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 ） ( 3)  (0.032) 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 9   0.088  (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 

 （ 監 査 費 用 ） ( 1)  (0.005) 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 ） ( 8)  (0.083) 印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用 

 合 計 98   1.006   

期中の平均基準価額は、9,710円です。  

 
（注） 期中の費用（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）を期中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。 

 

○売買及び取引の状況 (2015年４月21日～2016年４月20日) 

 

 

銘 柄 
買 付 売 付 

口 数 金 額 口 数 金 額 

国 

内 

 千口 千円 千口 千円 
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） 56 146,260 67 190,072 

ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ 126,088 39,850 314,059 102,017 
合 計 126,144 186,111 314,126 292,089 

 
（注） 金額は受け渡し代金。 

 

投資信託証券 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

○利害関係人との取引状況等 (2015年４月21日～2016年４月20日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2015年４月21日～2016年４月20日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2015年４月21日～2016年４月20日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○組入資産の明細 (2016年４月20日現在) 

 

銘 柄 
期首(前期末) 当 期 末 

口 数 口 数 評 価 額 比 率 

 千口 千口 千円 ％

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） 296 285 624,632 67.2

ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ 1,157,031 969,061 269,205 29.0

合 計 1,157,328 969,347 893,837 96.2
 

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 

 

○投資信託財産の構成 (2016年４月20日現在) 

項 目 
当 期 末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％

投資信託受益証券 893,837 95.7

コール・ローン等、その他 40,580 4.3

投資信託財産総額 934,417 100.0
 

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2016年４月20日現在) 

項 目 当 期 末 

  円

(A) 資産 934,417,070  

 コール・ローン等 40,579,345  

 投資信託受益証券(評価額) 893,837,725  

(B) 負債 5,406,633  

 未払信託報酬 4,470,708  

 未払利息 72  

 その他未払費用 935,853  

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 929,010,437  

 元本 1,016,030,530  

 次期繰越損益金 △   87,020,093  

(D) 受益権総口数 1,016,030,530口

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 9,144円

 
（注） 当ファンドの期首元本額は1,322,664,582円、期中追加設定元

本額は3,473,979円、期中一部解約元本額は310,108,031円です。

（注） １口当たり純資産額は0.9144円です。 

（注） 2016年４月20日現在、純資産総額は元本額を下回っており、そ

の差額は87,020,093円です。 

○損益の状況 (2015年４月21日～2016年４月20日) 

項 目 当 期 

  円

(A) 配当等収益 188,366,810  

 受取配当金 188,354,124  

 受取利息 12,847  

 支払利息 △          161  

(B) 有価証券売買損益 △  289,880,113  

 売買益 27,070,716  

 売買損 △  316,950,829  

(C) 信託報酬等 △   11,068,116  

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △  112,581,419  

(E) 前期繰越損益金 29,645,930  

(F) 追加信託差損益金 △    4,084,604  

 (配当等相当額) (     40,577,671) 

 (売買損益相当額) (△   44,662,275) 

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △   87,020,093  

(H) 収益分配金 0  

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △   87,020,093  

 追加信託差損益金 △    4,084,604  

 (配当等相当額) (     40,577,671) 

 (売買損益相当額) (△   44,662,275) 

 分配準備積立金 1,149,931,843  

 繰越損益金 △1,232,867,332  
 

（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによ

るものを含みます。 

（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税

等相当額を含めて表示しています。 

（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追

加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分

をいいます。 
 

（注）分配金の計算過程（2015年４月21日～2016年４月20日）は以下の通りです。 

項 目 
2015年４月21日～ 
2016年４月20日 

a. 配当等収益(経費控除後) 177,298,694円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円

c. 信託約款に定める収益調整金 40,577,671円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 972,633,149円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 1,190,509,514円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 11,717円

g. 分配金 0円

 

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。 
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日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

○分配金のお知らせ  

１万口当たり分配金（税込み） 0円
 
 
 

○お知らせ 

 

 2015年４月21日から2016年４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。 

 

約款変更について 



品 名：90002_952672_008_02_日興高金利通貨ファンド（資産成長型）_629195.docx 

日 時：2016/6/2 12:46:00 

ページ：10 

 

－ 10 － 

日興高金利通貨ファンド（資産成長型） 

｢資産、負債、元本及び基準価額の状況」および「損益の状況」に記載している

一般的な項目についての説明。 
 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 

項 目 説 明 

(A) 資産 
コール・ローン等 
各有価証券等(評価額) 
未収入金 
未収配当金 
未収利息 

(B) 負債 
未払金 
未払収益分配金 
未払信託報酬 

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 
元本 
次期繰越損益金 

(D) 受益権総口数 
 １(万)口当たり基準価額(Ｃ÷Ｄ) 

ファンドの有する財産の合計額 
金融機関向けの短期貸付資金や短期金融商品等の残高 
株や債券、ファンド等の有価証券等の評価額 
入金予定の有価証券の売却代金等 
入金予定の株式等の配当金 
入金予定の債券等の利息 
支払い予定額の合計 
支払い予定の有価証券の買付代金等 
支払い予定の収益分配金 
支払い予定の信託報酬の金額 
ファンド全体の評価金額 
ファンドの元本部分の残高 
純資産総額と元本残高との差額で、翌期に繰越す損益金の合計額 
受益者の保有総口数 
ファンドの単位当たりの時価 

 

○損益の状況 

項 目 説 明 

(A) 配当等収益 
受取配当金 
受取利息 

(B) 有価証券売買損益 
売買益 
売買損 

(C) 信託報酬等 
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 
(E) 前期繰越損益金 
(F) 追加信託差損益金 

（配当等相当額） 
（売買損益相当額） 

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 
(H) 収益分配金 
 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 

追加信託差損益金 
（配当等相当額） 
（売買損益相当額） 
分配準備積立金 
繰越損益金 

ファンドが直接受け取った配当金や利息等の合計 
ファンドが直接受け取った株式等の配当金の合計 
ファンドが直接受け取ったコール・ローンや債券等の利息の合計 
有価証券売買時の損益と評価損益の合計 
各有価証券の売買益と期末評価益の合計 
各有価証券の売買損と期末評価損の合計 
信託報酬や保管費用等のファンドの経費 
当期における収支合計 
前期分の繰越損益金と分配準備積立金の合計から当期中の解約で発生する取り崩し分を控除した金額
受益者がファンドに新規に払込んだ金額とファンドの元本との差額（基準価額と単位当たり元本との差額）を調整した金額
（配当等に相当する額） 
（売買損益に相当する額） 
期中の収支の総合計額 
収益分配金の合計額 
翌期に繰り越す損益金の合計額（期中の収支の総合計額から収益分配金の金額を引いたもの）
翌期に繰り越す追加信託差損益金 
（配当等に相当する額） 
（売買損益に相当する額） 
分配金を支払うための準備積立金 
繰越損益の合計金額 

 

 

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、 

次ページ以降にご報告申しあげます。 

ご参考 
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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） 

種類・項目 
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） 

バミューダ籍円建外国投資信託 

運用の基本方針 

 
基本方針 利回り水準およびファンダメンタルズを考慮することで投資対象を選別し、トータルリ

ターンの最大化をめざします。 

 

主な投資対象 通常、純資産総額の60％以上を、新興国（過去５年連続で高所得のＯＥＣＤ諸国として世

界銀行に分類されている国以外の国。以下同じ。）の債券、通貨およびそれらの派生商品

に分散投資を行ないます。派生商品は、先渡取引もしくはオプション取引、先物取引、ス

ワップ取引などに投資します。 

 

投資方針 ・新興国の債券、通貨などに投資を行ない、安定的な利子収入の確保とトータルリターン

の最大化をめざします。 

・新興国投資の相対的なリスクや期待リターンの水準により、一部、為替ヘッジを行なっ

たり、新興国以外の債券や通貨などに投資することがあります。 

 

主な投資制限 ・通常、純資産総額の60％以上を、新興国の債券、通貨およびそれらの派生商品に投資し

ます。 

・ファンドの平均デュレーションは、原則として、０～３年の範囲を超えないものとします。

 収益分配 原則として、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行なう方針です。 

ファンドに係る費用 

 信託報酬など 純資産総額に対し年率0.24％（国内における消費税等相当額はかかりません。） 

 申込手数料 ありません。 

 信託財産留保額 ありません。 

 その他の費用など 
有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、信託財産に関す

る租税など。 

その他 

 投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 

 管理会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー 

 信託期間 無期限 

 決算日 原則として、毎年６月30日 
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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）

◆投資明細表（2015年６月30日）

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）

投資有価証券97.1％

元本金額
（単位：千）

評価額
（単位：千）

元本金額
（単位：千）

評価額
（単位：千）

元本金額
（単位：千）

評価額
（単位：千）

ブラジル合計
（取得原価$12,364）

英領ヴァージン諸島合計
（取得原価$2,019）

ケイマン諸島合計
（取得原価$2,750）

中国合計
（取得原価$5,369）

香港合計
（取得原価$609）

ルクセンブルク合計
（取得原価$3,690）

メキシコ合計
（取得原価$711）

モンゴル合計
（取得原価$317）

フィリピン合計
（取得原価$477）

シンガポール合計
（取得原価$202）

南アフリカ合計
（取得原価$713）

国際機関合計
（取得原価$764）

日本合計
（取得原価$201）

インド合計
（取得原価$6,456）

インドネシア合計
（取得原価$974）

アイルランド合計
（取得原価$2,834）

ブラジル20.0％

香港1.5％

インド15.5％

インドネシア2.3％

アイルランド6.7％

日本0.5％

国際機関1.7％

南アフリカ1.7％

シンガポール0.5％

フィリピン1.1％

モンゴル0.8％

メキシコ1.3％

ルクセンブルク7.2％

英領ヴァージン諸島4.8％

ケイマン諸島6.7％

中国12.8％

社債等2.5％

社債等1.5％

社債等15.5％

社債等0.3％

社債等6.7％

社債等0.5％

ソブリン債1.7％

社債等1.7％

社債等0.5％

ソブリン債1.1％

ソブリン債0.8％

社債等0.6％

社債等7.2％

ソブリン債0.7％

ソブリン債2.0％

社債等4.8％

社債等6.7％

社債等1.0％

ソブリン債11.8％

ソブリン債17.5％
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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）

タイ2.0％

トルコ1.3％

米国1.1％

短期金融商品7.6％

コマーシャル・ペーパー4.8％

定期預金2.8％

社債等2.0％

ソブリン債1.3％

資産担保証券0.2％

社債等0.9％

短期金融商品合計
（取得原価$3,154）

投資有価証券合計97.1％
（取得原価$46,804）

金融デリバティブ商品（d）（f）（0.1％）
（�取得原価あるいは�
プレミアム、純額$（60））

その他の資産および負債、純額3.0％

純資産100.0％

タイ合計
（取得原価$814）

トルコ合計
（取得原価$551）

米国合計
（取得原価$1,835）

元本金額
（単位：千）

評価額
（単位：千）

元本金額
（単位：千）

評価額
（単位：千）
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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）

投資明細表に対する注記（金額単位：契約数を除き千米ドル *）：

*� 残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。

（a）�当有価証券は、債務不履行状態にある。

（b）�クーポンは加重平均金利

以下は、2015年６月30日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品に係る市場価格および変動証拠金の要約である。

（e）�2015年６月30日現在、上場および中央清算金融デリバティブ商品に関して$362の現金が担保として差し入れられている。マスター・ネッ

ティング契約に関する詳細情報については財務書類に対する注記を参照。

（c）譲渡制限付証券：

（d）金融デリバティブ商品：上場または中央清算

先物契約：

スワップ契約：

金利スワップ

金融デリバティブ商品：上場または中央清算要約

（f）金融デリバティブ商品：店頭

外国為替先渡契約：

変動証拠金

詳細 種類 限月 契約数 未実現評価（損） 資産 負債
買建

先物契約合計

変動金利
支払／受取

未実現評価
（損）益

変動証拠金

変動金利インデックス 固定金利 満期日 想定元本 市場価格 資産 負債
受取
受取
受取
受取
受取
支払
スワップ契約合計

未実現評価（損）益
取引相手 決済月 引渡通貨 受取通貨 資産 負債

金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債

市場価格 変動証拠金資産 市場価格 変動証拠金負債

買建オプション 先物 スワップ契約 合計 売建オプション 先物 スワップ契約 合計

上場または中央清算合計

発行体 クーポン 満期日 取得日 取得原価 市場価格

純資産に
占める市場
価格の割合
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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）

外国為替先渡契約（続き）：

未実現評価（損）益
取引相手 決済月 引渡通貨 受取通貨 資産 負債
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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）

買建オプション：

外国為替オプション

売建オプション：

外国為替オプション

スワップ契約：

社債、ソブリン債、米地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ�－�プロテクションの売り（1）

取引相手 参照債務
受取

固定金利 満期日 想定元本（3）

インプライド・�
クレジット・スプレッド�

（2015年６月30日現在）（2）
プレミアム
（受取額） 未実現評価益

スワップ契約（公正価値）

資産 負債

2015年６月30日に終了した年度における売建コールおよびプット・オプション取引

外国為替先渡契約（続き）：

未実現評価（損）益
取引相手 決済月 引渡通貨 受取通貨 資産 負債

取引相手 詳細 行使価格 満期日 想定元本 取得原価 市場価格

買建オプション合計

取引相手 詳細 行使価格 満期日 想定元本
プレミアム
（受取） 市場価格

売建オプション合計

想定元本
（米ドル） プレミアム

2014年６月30日現在残高
新規売建
買戻決済
満期到来
行使
2015年６月30日現在残高

外国為替先渡契約合計

（1）�ファンドがプロテクションの売り手で、当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合、ファンドは（i）プロテクションの買い手にス
ワップの想定元本に等しい額を支払い、参照債務の引渡しを受けるかもしくは参照インデックスを構成する有価証券の引渡しを受ける、または（ii）スワップ
の想定元本から参照債務の回収価値を減じた額もしくは参照インデックスを構成する有価証券の回収価値を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券
の形で支払う。

（2）�インプライド・クレジット・スプレッドは絶対値で表示され、社債、米国地方債、またはソブリン債に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の期末時点
における市場価値を決定するために利用される。インプライド・クレジット・スプレッドは、支払／履行リスクの現在の状況の指標としての役割を果たし、ク
レジット・デリバティブのデフォルト・リスクの可能性を表す。特定の参照債務のインプライド・クレジット・スプレッドは、プロテクションの買建／売建の
コストを反映するもので、これには、契約を締結するために要求される前払金が含まれることがある。クレジット・スプレッドの拡大は、参照債務の発行体の
信用状態の悪化、および契約の条件で規定されているデフォルトやその他の信用事由発生の可能性やリスクの拡大を表す。

（3）�当該スワップ契約の条件に定められているような信用事由が生じた場合にファンドがクレジット・プロテクションの売り手として支払うことが要求される、ま
たは買い手として受け取る可能性がある最大額を示す。
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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）

金利スワップ

金融デリバティブ商品：店頭要約

金融デリバティブ商品の公正価値

取引相手

取引相手

スワップ契約合計

店頭合計

固定金利 満期日 想定元本変動金利インデックス
変動金利
支払／受取
支払

支払
支払
支払
支払
受取
受取
受取
支払
支払
受取
支払

金融デリバティブ資産

外国為替
先渡契約

買建
オプション

スワップ
契約 店頭合計

金融デリバティブ負債 店頭
デリバティブ
の純市場価格

（受取）
差入担保

ネット・
エクス

ポージャー（4）
外国為替
先渡契約

売建
オプション

スワップ
契約 店頭合計

以下は、2015年６月30日現在の店頭金融デリバティブ商品と差し入れた（受領した）担保の市場価格を取引相手別に分類して要約したものである。

（g）�2015年６月30日現在、国際スワップ・デリバティブ協会のマスター契約に従い、$310の現金が金融デリバティブ商品の担保として差し入れら

れている。

以下は、ファンドが保有するデリバティブ商品の公正価値をリスク・エクスポージャー別に分類して要約したものである。

（4）�ネット・エクスポージャーはデフォルト時の取引相手に対する未収金／未払金の純額を表す。店頭金融デリバティブ商品から発生するエクスポージャーは同一
の法人に対し同一のマスター契約の下で結ばれた取引の間でのみ相殺することができる。マスター・ネッティング契約に関する詳細情報については財務書類に
対する注記を参照。

資産・負債計算書上の金融デリバティブ商品の公正価値（2015年６月30日現在）：

ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品

商品契約 クレジット契約 エクイティ契約 外国為替契約 金利契約 合計

金融デリバティブ商品�－�資産
上場または中央清算
スワップ契約

プレミアム
支払額（受取額）

未実現
評価（損）益

スワップ契約（公正価値）

資産 負債
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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）

ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品

商品契約 クレジット契約 エクイティ契約 外国為替契約 金利契約 合計

店頭
外国為替先渡契約
買建オプション
スワップ契約

ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ商品

商品契約 クレジット契約 エクイティ契約 外国為替契約 金利契約 合計

金融デリバティブ商品に係る実現純利益（損失）
上場または中央清算
先物
スワップ契約

店頭
外国為替先渡契約
買建オプション
売建オプション
スワップ契約

金融デリバティブ商品に係る
未実現評価（損）益の純変動額
上場または中央清算
先物
スワップ契約

店頭
外国為替先渡契約
買建オプション
売建オプション
スワップ契約

金融デリバティブ商品�－�負債
上場または中央清算
先物

店頭
外国為替先渡契約
売建オプション
スワップ契約

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響（2015年６月30日に終了した年度）：
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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）

公正価値の測定

以下は、ファンドの資産と負債を評価するために使用された2015年６月30日現在の情報に基づいた公正価値の要約である。

2015年６月30日に終了した年度において、レベル１とレベル２の間で移動はなかった。

カテゴリー レベル１ レベル２ レベル３

公正価値
（2015年

６月30日現在）
投資有価証券（公正価値）

ブラジル
社債等
ソブリン債

英領ヴァージン諸島
社債等

ケイマン諸島
社債等

中国
社債等
ソブリン債

香港
社債等

インド
社債等

インドネシア
社債等
ソブリン債

アイルランド
社債等

日本
社債等

ルクセンブルク
社債等

メキシコ
社債等
ソブリン債

モンゴル
ソブリン債

フィリピン
ソブリン債

シンガポール
社債等

南アフリカ
社債等

国際機関
ソブリン債

タイ
社債等

トルコ
ソブリン債

米国
資産担保証券
社債等

短期金融商品
投資合計

金融デリバティブ商品�－�資産
上場または中央清算
店頭

金融デリバティブ商品�－�負債
上場または中央清算
店頭

合計
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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） 

◆損益計算書 

2015年６月30日までの会計年度 
 

 
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 

 （金額単位：千米ドル）

投資収益： 

受取利息（外国源泉税控除後)* ＄ 2,170 

 収益合計 2,170 

 

費用： 

運用報酬 124 

支払利息 1 

 費用合計 125 

 

投資純利益 2,045 

 

実現純利益（損失）： 

投資有価証券（外国源泉税控除後)* (1,403)

上場または中央清算金融デリバティブ商品 (184)

店頭金融デリバティブ商品 (4,116)

外貨 59 

 実現純（損失） (5,644)

 

未実現評価（損）益の純変動額： 

投資有価証券（外国源泉税控除後） (3,355)

上場または中央清算金融デリバティブ商品 (5)

店頭金融デリバティブ商品 (533)

外貨建資産・負債 1 

 未実現評価（損）益の純変動額 (3,892)

純（損失） (9,536)

 

運用による純資産の純（減少）額 ＄ (7,491)

 
*外国源泉税 ＄ 94 

 

残高ゼロには、実際の金額を四捨五入した結果千未満となったケースが含まれている。 
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ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ

種類・項目
ハイグレードカレンシーファンド�クラスＡ

ケイマン籍円建外国投資信託

運用の基本方針
基本方針 安定的な利子収入の確保と、信託財産の中長期的な成長をめざします。

主な投資対象 世界の短期債券（国債、政府機関債、政府保証債、国際機関債、社債、コマーシャル・
ペーパー、変動利付債券など）を主要投資対象とします。

投資方針 ・�原則として、高格付けの先進国の中から、金利が高くかつファンダメンタルズ
も良好な国の通貨を選別し、当該通貨建ての短期債券市場などに投資します。

・組入れ通貨は、金利水準や経済状況などを勘案し、適宜見直します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。

主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

収益分配 原則として、毎月15日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行なう方針です。
ファンドに係る費用
信託報酬など 純資産総額に対し年率0.24％（国内における消費税等相当額はかかりません。）

※この他に、固定報酬として年額5,000米ドルがかかります。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る

費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
投資顧問会社 日興アセットマネジメント�ヨーロッパ�リミテッド
管理会社 日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド
信託期間 2108年12月31日まで
決算日 原則として、毎年２月末日

010_3535124762611.indd   22 2014/11/06   11:24:02
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ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ 

◆投資ポートフォリオ 

  

 

通貨 元本金額           銘柄 

純資産に 
占める割合 
（％）  公正価値 

  確定利付証券（54.2％）   
  カナダ（29.2％）   
  国債（29.2％）   
  Canada Housing Trust No 1   

CAD 350,000 2.95％ due 03/15/15（1） 1.4％ JPY 33,540,297
  Province of Ontario Canada   

NOK 11,420,000 3.25％ due 06/11/15 7.6   179,849,869
NZD 5,185,000 6.25％ due 06/16/15 20.2   472,593,726
  国債合計   685,983,892
  カナダ合計   685,983,892
  ドイツ（1.0％）   
  社債等（1.0％）   
  KFW   

NOK 1,500,000 5.00％ due 05/15/15 1.0   23,671,287
  社債等合計   23,671,287
  ドイツ合計   23,671,287
  オランダ（13.8％）   
  社債等（13.8％）   
  Bank Nederlandse Gemeenten   

NOK 800,000 4.00％ due 05/15/15 0.5   12,599,225
  Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA   

AUD 2,664,000 4.50％ due 07/09/15 10.7   250,505,372
AUD 654,000 6.13％ due 03/23/15 2.6   61,305,803
  社債等合計   324,410,400
  オランダ合計   324,410,400
  ノルウェー（3.8％）   
  社債等（3.8％）   
  Kommunalbanken AS   

NOK 5,700,000 3.38％ due 05/15/15 3.8   89,689,182
  社債等合計   89,689,182
  ノルウェー合計   89,689,182
  国際機関（6.4％）   
  社債等（6.4％）   
  European Investment Bank   

NOK 5,280,000 1.53％ due 07/04/16 3.5   82,916,540
  International Bank for Reconstruction & Development   

NOK 4,390,000 3.38％ due 04/30/15 2.9   69,001,055
  社債等合計   151,917,595
  国際機関合計   151,917,595
  定利付証券合計（取得原価 1,281,596,430円）   1,275,672,356
  短期投資（43.6％）   
  英国（37.3％）   
  コマーシャルペーパー（37.3％）   
  Norinchukin Bank   

EUR 3,000,000 0.01％ due 05/29/15（2） 17.1   402,252,982
  Toronto-Dominion Bank   

CAD 5,000,000 1.02％ due 03/16/15（2） 20.2   478,494,055
  コマーシャルペーパー合計   880,747,037
  英国合計   880,747,037
     

2015年２月28日現在

（日本円で表示）
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－ 2 －

90002_02_ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ_609906.indd   2 2015/11/30   9:34:17

－ 25 －

607255_添付ファンド【同日】.indd   25 2015/12/10   16:13:45

－ 22 －

629195_添付ファンド.indd   22 2016/06/14   14:11:18



品 名：90002_ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ_609906.docx 

日 時：2015/11/30 9:31:00 

ページ：2 

 

－ 2 － 

ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ 

通貨 元本金額           銘柄 

純資産に 
占める割合 
（％）  公正価値 

  短期投資（43.6％）（続き）   
  米国（6.3％）   
  コマーシャルペーパー（6.3％）   
  Procter & Gamble Co.   

EUR 1,100,000 0.02％ due 04/02/15（2） 6.3％ JPY 147,494,441
  コマーシャルペーパー合計   147,494,441
  米国合計   147,494,441
  短期投資合計（取得原価 1,075,839,846円）   1,028,241,478
  投資合計（取得原価 2,357,436,276円） 97.8％ JPY 2,303,913,834
  負債額を超過する現金およびその他の資産 2.2   52,699,031
  純資産 100.0％ JPY 2,356,612,865

 
（1） 144A証券 – 1933年証券法に基づく登録を免除された証券。これらの証券は登録を免除された取引において主に適格機関購入者に転売す

ることができる。別段の記載のない限り、これらの証券は流動性が低いとはみなされない。 
（2） 表示レートは購入時の満期日までの利回りである。これはゼロ・クーポン・レートである。 

 

 

買建      取引相手 想定元本 決済日 売建 想定元本  未実現純評価益

USD Brown Brothers Harriman & Co. 10,798 03/02/2015 JPY (1,287,683) JPY 5,699

     JPY 5,699

 

 

AUD 豪ドル 

CAD カナダ・ドル 

EUR ユーロ 

JPY 日本円 

NOK ノルウェー・クローネ 

NZD ニュージーランド・ドル 

USD 米ドル 

 

  

通貨表示 

クラスＡ 外国為替先渡契約 
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ハイグレードカレンシーファンド クラスＡ 

◆損益計算書 

 

2015年２月28日に終了した会計年度 

（日本円で表示） 

 
投資収益：  

利息収入 JPY 46,582,984 

投資収益合計  46,582,984 

  

費用：  

管理報酬  12,347,140 

運用報酬  5,251,441 

専門家報酬  4,006,980 

受託者報酬  789,478 

登録費用  708,157 

その他費用  1,383,214 

費用合計  24,486,410 

投資純利益  22,096,574 

  

実現および未実現（損）益：  

実現利益  

投資有価証券  75,108,265 

外貨取引および外国為替先渡契約  154,632,827 

実現純利益  229,741,092 

未実現評価損の変動額  

投資有価証券  (76,672,034)

外貨取引および外国為替先渡契約  (146,786,659)

未実現評価損の純変動額  (223,458,693)

実現および未実現純利益  6,282,399 

  

運用から生じる純資産の純増加額 JPY 28,378,973 

 

ハイグレードカレンシーファンド 
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