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日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 
＜愛称 債蔵＞ 

 

 
 

第57期（決算日 2015年12月７日）第58期（決算日 2016年３月７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・ピムコ・グローバル短期債券ファンド」は、2016年３月７日に第58期の決算を行ないましたの
で、第57期と第58期の運用状況をまとめて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／内外／債券 

信 託 期 間 2001年９月７日から2021年９月６日までです。 

運 用 方 針 
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。）に投資を行ない、安定した収益の確保を目的として安

定運用を行ないます。 

主要運用対象 

「ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド」受益証券 

「ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」受益証券 

上記の投資信託の受益証券を主要投資対象とします。 

組 入 制 限 

投資信託の受益証券、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。 

＜957259＞
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日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド＜愛称 債蔵＞ 

 

 
 

 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド ················ １ 

 

（ご参考）投資対象先の直近の内容 

◆ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド ··· 12 

◆ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド ··· 19 

 

 

 
 

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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【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10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

49期(2013年12月５日) 11,676 60 0.9 99.4 12,528

50期(2014年３月５日) 11,695 60 0.7 101.6 14,939

51期(2014年６月５日) 11,685 60 0.4 99.5 15,391

52期(2014年９月５日) 11,669 60 0.4 98.6 15,540

53期(2014年12月５日) 11,590 60 △0.2 99.5 15,337

54期(2015年３月５日) 11,545 60 0.1 98.5 16,235

55期(2015年６月５日) 11,499 60 0.1 98.6 16,126

56期(2015年９月７日) 11,407 60 △0.3 98.5 15,727

57期(2015年12月７日) 11,325 60 △0.2 98.4 14,893

58期(2016年３月７日) 11,268 60 0.0 98.5 13,858
 

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 

（注） 性格の異なった複数の投資信託に投資するため、適切なベンチマークおよび参考指数はございません。 
 

○当作成期中の基準価額と市況等の推移 

決 算 期 年 月 日
基 準 価 額 投 資 信 託

証   券
組 入 比 率 騰 落 率 

第57期 

(期  首) 円 ％ ％

2015年９月７日 11,407 － 98.5

９月末 11,389 △0.2 98.4

10月末 11,402 △0.0 98.4

11月末 11,389 △0.2 98.3

(期  末)  

2015年12月７日 11,385 △0.2 98.4

第58期 

(期  首)  

2015年12月７日 11,325 － 98.4

12月末 11,300 △0.2 98.7

2016年１月末 11,321 △0.0 98.5

２月末 11,301 △0.2 98.5

(期  末)  

2016年３月７日 11,328 0.0 98.5
 

（注） 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 
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○運用経過 (2015年９月８日～2016年３月７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、作成期首（2015年９月７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。 

 

○基準価額の主な変動要因 

当ファンドは、主として、世界各国（日本を含む）の債券などを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を目的として、安定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＞ 

・米国の国債利回りが低下（債券価格は上昇）したこと。 

・欧州の国債利回りが低下したこと。 

・組入債券の利息収入を得たこと。 

 

＜値下がり要因＞ 

・社債のスプレッド（利回り格差）が拡大したこと。 

 

作成期間中の基準価額等の推移 
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（債券市況） 

期間の初めは、2015年９月にＦＯＭＣ（米国連邦公開市場委員会）が利上げを見送ったことを受けて、米国

債券相場は上昇して始まりましたが、その後、堅調な経済指標の発表を受けて、年内利上げ観測が高まったた

め、下落に転じました。欧州債券相場については、域内インフレ期待が後退するなか、ＥＣＢ（欧州中央銀行）

総裁が追加緩和を示唆したことを受けて、上昇しました。期間の後半は、ＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）

の政策金利引き上げの決定を受け、米国債券相場は下落しました。欧州債券相場では、ＥＣＢにより発表され

た追加緩和の内容が期待を下回り、またＥＣＢによる年末の国債買入れの一時中断などを受け、軟調に推移し

ました。その後、世界的な株安と原油需給の悪化に伴いリスク回避姿勢が強まったことに加え、日銀によるマ

イナス金利導入を背景に、先進国債券相場は一転して堅調な値動きとなりました。期間を通じて見ると、先進

国債券相場は上昇する結果となりました。 

 

 

（当ファンド） 

当ファンドでは、収益性を追求するため、「ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファン

ド」受益証券および「ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」受益証券を高

位に組み入れました。 

 

（ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド） 

（ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド） 

ポートフォリオ全体の金利リスクは低位に維持し、国別／地域別配分では米国および欧州で若干ポジショ

ンを取得し、日本では限定的なポジションを維持しました。また、セクター戦略の中で社債については、財務

の健全性なども考慮し投資妙味が残る銘柄へ選択的な投資を継続しました。また、米国の住宅市場の回復がプ

ラスに働くと考え、非エージェンシー・モーゲージ債を継続保有しました。 

 

  

投資環境 

当ファンドのポートフォリオ 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分配金は、基準価額水準、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  

 （単位：円、１万口当たり、税込み） 

項 目 
第57期 第58期 

2015年９月８日～
2015年12月７日

2015年12月８日～
2016年３月７日

当期分配金 60 60 

(対基準価額比率) 0.527％ 0.530％

 当期の収益 32 32 

 当期の収益以外 27 27 

翌期繰越分配対象額 1,573 1,545 
 

（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。 

 

  

当ファンドのベンチマークとの差異 

分配金 

 
（注） 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。 
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○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 Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド」受益証券およ

び「ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド」受益証券に投資を行ない、安定

した収益の確保をめざして運用を行ないます。 

 

（ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド） 

（ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド） 

金利戦略についてはグローバルな景況感、それに起因する金融政策の相違に着目し国別配分を行なってい

く方針です。具体的には緩和的な金融政策が支援材料となるとみている欧州圏をオーバーウェイトとする方

針です。また、米国については短期ゾーンのデュレーション（金利感応度）をアンダーウェイトとする一方、

キャリーとロールダウン効果が見込める中長期ゾーンについてはオーバーウェイトとする方針です。セクター

戦略の中で社債については、エネルギーや金属・鉱業セクターを除き、企業のファンダメンタルズ（経済の基

礎的条件）の改善などを背景にスプレッドの縮小が進むなか、リスクを考慮しても魅力的と考えられる利回り

を提供する銘柄への選択的な投資を継続していく方針です。また、非エージェンシー・モーゲージ債について

も銘柄を厳選して保有していく方針です。加えて、新興国債券については、潤沢な外貨準備高を有しファンダ

メンタルズが良好な国を中心に組入れを検討します。 

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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○１万口当たりの費用明細 (2015年９月８日～2016年３月７日) 

項 目 
第57期～第58期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 28  0.249 (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 ） ( 8)  (0.072) 委託した資金の運用の対価 

 （ 販 売 会 社 ） (18)  (0.161) 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 ） ( 2)  (0.016) 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 0   0.003  (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)  (0.003) 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 

 合 計 28   0.252   

作成期間の平均基準価額は、11,350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。 

 

○売買及び取引の状況 (2015年９月８日～2016年３月７日) 

 

 

銘 柄 
第57期～第58期 

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 Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド 20 242,291 80 933,248 

ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド 31 363,502 120 1,400,133 
合 計 52 605,794 201 2,333,382 

 
（注） 金額は受け渡し代金。 

 

投資信託証券 
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○利害関係人との取引状況等 (2015年９月８日～2016年３月７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９月８日～2016年３月７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９月８日～2016年３月７日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○組入資産の明細 (2016年３月７日現在) 

 

銘 柄 
第56期末 第58期末 

口 数 口 数 評 価 額 比 率 

 千口 千口 千円 ％

ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド 525 466 5,391,024 38.9

ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド 803 714 8,255,863 59.6

合 計 1,329 1,180 13,646,887 98.5
 

（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３月７日現在) 

項 目 
第58期末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％

投資信託受益証券 13,646,887 97.8

コール・ローン等、その他 307,317 2.2

投資信託財産総額 13,954,204 100.0
 

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。 
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○資産、負債、元本及び基準価額の状況 

項 目 
第57期末 第58期末 

2015年12月７日現在 2016年３月７日現在 

  円 円

(A) 資産 15,003,172,300  13,954,204,499  

 コール・ローン等 316,439,131  283,999,742  

 投資信託受益証券(評価額) 14,657,340,291  13,646,887,228  

 未収入金 29,392,336  23,317,526  

 未収利息 542  3  

(B) 負債 109,828,645  95,790,914  

 未払収益分配金 78,906,958  73,795,481  

 未払解約金 11,371,267  3,769,285  

 未払信託報酬 19,346,149  18,035,713  

 その他未払費用 204,271  190,435  

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 14,893,343,655  13,858,413,585  

 元本 13,151,159,786  12,299,246,903  

 次期繰越損益金 1,742,183,869  1,559,166,682  

(D) 受益権総口数 13,151,159,786口 12,299,246,903口

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,325円 11,268円
 

（注） 当ファンドの第57期首元本額は13,787,347,186円、第57～58期中追加設定元本額は732,348,412円、第57～58期中一部解約元本額は

2,220,448,695円です。 

（注） １口当たり純資産額は、第57期1.1325円、第58期1.1268円です。 
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日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド＜愛称 債蔵＞ 

○損益の状況 

項 目 
第57期 第58期 

2015年９月８日～ 
2015年12月７日 

2015年12月８日～ 
2016年３月７日 

  円 円

(A) 配当等収益 61,917,495  57,783,607  

 受取配当金 61,877,863  57,755,341  

 受取利息 39,632  28,266  

(B) 有価証券売買損益 △   72,239,246  △   35,259,937  

 売買益 1,096,664  1,829,668  

 売買損 △   73,335,910  △   37,089,605  

(C) 信託報酬等 △   19,550,420  △   18,226,148  

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △   29,872,171  4,297,522  

(E) 前期繰越損益金 508,373,621  360,162,465  

(F) 追加信託差損益金 1,342,589,377  1,268,502,176  

 (配当等相当額) (  1,398,077,284) (  1,330,270,034) 

 (売買損益相当額) (△   55,487,907) (△   61,767,858) 

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 1,821,090,827  1,632,962,163  

(H) 収益分配金 △   78,906,958  △   73,795,481  

 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 1,742,183,869  1,559,166,682  

 追加信託差損益金 1,342,589,377  1,268,502,176  

 (配当等相当額) (  1,398,077,284) (  1,330,270,034) 

 (売買損益相当額) (△   55,487,907) (△   61,767,858) 

 分配準備積立金 671,281,218  570,801,097  

 繰越損益金 △  271,686,726  △  280,136,591  
 

（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各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） 2015年９月８日～2016年３月７日の期間に、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要した費用は

5,156,019円です。 

（注） 分配金の計算過程（2015年９月８日～2016年３月７日）は以下の通りです。 

項 目 
2015年９月８日～ 
2015年12月７日 

2015年12月８日～ 
2016年３月７日 

a. 配当等収益(経費控除後) 42,367,075円 39,557,459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 0円

c. 信託約款に定める収益調整金 1,398,077,284円 1,330,270,034円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 707,821,101円 605,039,119円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 2,148,265,460円 1,974,866,612円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 1,633円 1,605円

g. 分配金 78,906,958円 73,795,481円

h. 分配金(１万口当たり) 60円 60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・ピムコ・グローバル短期債券ファンド＜愛称 債蔵＞ 

○分配金のお知らせ  

 第57期 第58期 

１万口当たり分配金（税込み） 60円 60円
 
 
 

○お知らせ 

 

 2015年９月８日から2016年３月７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 
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日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド＜愛称 債蔵＞ 

｢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 Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド

種類・項目
ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド

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 元本の維持に配慮しつつ、トータル・リターンを最大化するような運用を行ないます。
主な投資対象 通常、資産の65％以上を米ドル建債券などに投資します。米国以外の発行体の債券などへの投 

資も可能とします。

投資可能な債券は、以下のものを含みます。
・政府、その政府の部局または政府系機関が発行し、または保証した債券
・社債（転換社債、コマーシャル・ペーパーを含みます。）
・インフレ連動債
・仕組債
・ローンおよびローン・パーティシペーション
・譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形
・現先取引および逆現先取引
・州または地方の政府、政府の部局またはその他の政府系機関が発行した債券
・国際機関の債券　など

投資方針 元本の維持に配慮しつつ、トータル・リターンを最大化するような運用を行ないます。為替に
ついては、日本円以外の通貨建のポジションは原則フルヘッジします。ただし、状況により完
全にフルヘッジできない場合があります。また、為替ヘッジの一部について、当該通貨に関す
る為替予約取引ではなく、別の通貨に関する為替予約取引（いわゆるクロスヘッジ）を使って行
なうこともあります。

主な投資制限 ・原則として買付時において、ＡＡＡ格からＢマイナス格（ムーディーズ社、スタンダード＆プ
アーズ社、フィッチ社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、
投資顧問会社が同等格の信用度を有すると認めたもの。以下同じ。）の債券に投資します。た
だし、Ｂマイナス格より格下げとなった銘柄を継続保有する場合があります。

・ポートフォリオの平均格付は、原則としてＡマイナス格以上とします。
・ファンドの平均デュレーションは、６ヵ月±1.5年程度以内で変動させるものとします。
・米ドル建以外の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の35％までとします。
・エマージング国の発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の10％まで可能とし

ます。
・ファンドは、オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品に投資をします。
・エマージング国の発行体の債券などへの投資とハイイールド債などへの投資を合わせた合計

は、ファンドの純資産総額の15％までとします。
・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15％までとします。
・ファンドは、一つの発行体の債券などにファンドの純資産総額の10％を限度として投資する

ことができます。ただし、政府、その政府の部局、政府系機関または国際機関が発行した債
券などはこの限りではありません。

・ファンドは、少なくとも純資産総額の50％を日本の金融商品取引法に定める「有価証券」の定
義に該当する有価証券（企業または政府の債務証券、コマーシャル・ペーパーなど）および債
券に関係するデリバティブ商品に投資します。

・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺す
るために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100％を越え
ないものとします。
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元本の維持に配慮しつつ、トータル・リターンを最大化するような運用を行ないます。
為替については、日本円以外の通貨建のポジションは原則フルヘッジします。ただし、状況に
より完全にフルヘッジできない場合があります。また、為替ヘッジの一部について、当該通貨
に関する為替予約取引ではなく、別の通貨に関する為替予約取引（いわゆるクロスヘッジ）を使っ
て行なうこともあります。

－ 1 －

90002_【外投】ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド_605812.indd   1 2015/10/21   16:55:58

－ 12 －

603812_添付ファンド【同日】.indd   12 2015/10/21   16:56:29

－ 12 －

625716_添付ファンド.indd   12 2016/04/18   15:01:28



─　12　─

ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド

種類・項目
ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド

バミューダ籍円建外国投資信託
運用の基本方針

主な投資制限 ・借入れの合計金額が各ファンドの純資産総額の10％を越える借入残高が生じる借入れは行な
えないものとします。

収益分配 四半期毎に、利子収入および売買益から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。

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0.236％（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（2001年８月13日設定）
決算日 原則として、毎年５月末日
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ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド

◆投資明細表（2015年５月31日現在）

＜ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド＞

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）

評価額
（単位：千）

投資有価証券100.7％
社債等14.9％
銀行・金融12.9％

一般産業2.0％

資産担保証券1.8％

短期投資商品71.2％

レポ契約(b)69.9％

定期預金1.3％

米国政府機関債1.9％

モーゲージ担保証券10.9％

－ 3 －
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ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド

投資明細表に対する注記（金額単位：千米ドル *）：

借入れおよびその他の金融取引

借入れおよびその他の金融取引要約

(c) 金融デリバティブ商品：上場または中央清算

スワップ契約：

クレジット・インデックスに係るクレジット・デフォルト・スワップ － 売建プロテクション(1)

(b) レポ契約

* 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) 永久債（記載日は次回の契約上の償還日）である。

以下は、2015年５月31日現在の借入れおよびその他の金融取引、ならびに差し入れた（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。

(1) 未収利息を含む。

(2) 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。借入れおよびその他の金融取引からのエクスポー
ジャーは同一の法主体との同一のマスター契約に基づく取引間でのみ相殺することができる。

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、特定のスワップ契約の条件で規定された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) 特定のスワップ契約の条件で規定されている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。

(3) クレジット・インデックスに係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の価格および結果として生じる価値は、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、スワップ契約の想定元本の決済／売却が行われた場合の期末現在のクレジット・デリバティブに関する予想債務（または利益）の可能性
を表す。スワップの想定元本と比較した市場価格の絶対額の増加は、参照組織の信用状態の悪化、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
信用事由の可能性やリスクの拡大を表す。

取引相手 貸付金利 決済日 満期日 元本 担保
受入担保
（評価額）

レポ契約
（評価額）

レポ契約に
係る未収金(1)

取引相手

インデックス／
トランシェ

固定約定
受取レート

未実現
評価益 資産 負債

変動証拠金
市場価格(3)想定元本(2)満期日

レポ契約に
係る未収金

リバース
レポ契約に
係る未払金

セール・バイ
バック取引に
係る未払金

空売りに
係る未払金

借入れおよび
その他の金融
取引合計

（受入）
差入担保

ネット・
エクスポージャー(2)
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ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド

金融デリバティブ商品：上場または中央清算要約

金融デリバティブ商品：店頭要約

以下は、2015年５月31日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格および変動証拠金の要約である。

(d) 2015年５月31日現在、上場または中央清算金融デリバティブ商品について$65の現金が担保として差し入れられている。

以下は、2015年５月31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。

(f) 2015年５月31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って金融デリバティブ商品について$2,030の現金が担保として

差し入れられている。

金融デリバティブ資産

市場価格

取引相手

金融デリバティブ資産

取引相手
外国為替
先渡契約

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

店頭
デリバティブ
の市場価格
（純額）

（受入）
差入担保

ネット・
エクス

ポージャー(1)
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

決済月 引渡通貨 受取通貨 資産 負債
未実現純評価（損）益

市場価格
買建

オプション
売建

オプション
スワップ
契約

スワップ
契約先物 先物合計 合計

変動証拠金
資産

変動証拠金
負債

金融デリバティブ負債

(e) 金融デリバティブ商品：店頭

外国為替先渡契約

(1) 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のエクスポー
ジャーは同一の法主体との同一のマスター契約に基づく取引間でのみ相殺することができる。

－ 5 －

90002_【外投】ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド_605812.indd   5 2015/10/21   16:55:59

－ 16 －

603812_添付ファンド【同日】.indd   16 2015/10/21   16:56:30

－ 16 －

625716_添付ファンド.indd   16 2016/04/18   15:01:30



ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド

金融デリバティブ商品の公正価値

公正価値の測定

以下は、ファンドが当期中に保有した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。

資産・負債計算書における金融デリバティブ商品の公正価値（2015年５月31日現在）

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５月31日現在の情報に基づいた公正価値評価の要約である。

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響（2015年５月31日に終了した会計年度）

ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ

ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ

コモディティ契約

コモディティ契約

クレジット契約

クレジット契約

エクイティ契約

エクイティ契約

外国為替契約

外国為替契約

金利契約

金利契約

合計

合計

カテゴリー レベル１ レベル２ レベル３

公正価値
（2015年５月

31日現在）

2015年５月31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。
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ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド 

◆損益計算書（2015年５月31日に終了した会計年度） 

（金額単位：千米ドル） 
ＰＩＭＣＯバミューダ 

Ｕ.Ｓ.ロー・デュレーション・ファンド

投資収入： 

受取利息（外国源泉税額控除後*） ＄ 783

 収入合計 783

 

費用： 

運用報酬 130

支払利息 3

 費用合計 133

 

投資純利益 650

 

実現純利益（損失）： 

投資有価証券（外国源泉税控除後*） (541)

上場または中央清算金融デリバティブ商品 231

店頭金融デリバティブ商品 (8,224)

外貨 1,041

 実現純利益（損失） (7,493)

 

未実現評価益（評価損）の純変動額： 

投資有価証券（外国源泉税控除後） (476)

上場または中央清算金融デリバティブ商品 (104)

店頭金融デリバティブ商品 (2,700)

外貨建資産・負債 1

 未実現評価益（評価損）の純変動額 (3,279)

純利益（損失） (10,772)

 

運用による純資産の純増加額（減少額） ＄ (10,122)
* 外国源泉徴収税額 ＄ 0

 

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。 

 

ＰＩＭＣＯバミューダ Ｕ.Ｓ. ロー・デュレーション・ファンド
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─　18　─

ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

種類・項目
ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

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 元本の維持に配慮しつつ、トータル・リターンを最大化するような運用を行ないます。
主な投資対象 通常、資産の65％以上を、３種類以上の米ドル建以外の通貨建債券などに投資します。また、

米国の発行体の債券などへの投資も可能とします。

投資可能な債券は、以下のものを含みます。
・政府、その政府の部局または政府系機関が発行し、または保証した債券
・社債（転換社債、コマーシャル・ペーパーを含みます。）
・インフレ連動債
・仕組債
・ローンおよびローン・パーティシペーション
・譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形
・現先取引および逆現先取引
・州または地方の政府、政府の部局またはその他の政府系機関が発行した債券
・国際機関の債券　など

投資方針 元本の維持に配慮しつつ、トータル・リターンを最大化するような運用を行ないます。為替につ
いては、日本円以外の通貨建のポジションは原則フルヘッジします。ただし、状況により完全に
フルヘッジできない場合があります。また、為替ヘッジの一部について、当該通貨に関する為替
予約取引ではなく、別の通貨に関する為替予約取引（いわゆるクロスヘッジ）を使って行なうこと
もあります。

主な投資制限 ・原則として買付時において、ＡＡＡ格からＢマイナス格（ムーディーズ社、スタンダード＆プ
アーズ社、フィッチ社による同等格の格付、またはこれらの社による格付がない場合でも、
投資顧問会社が同等格の信用度を有すると認めたもの。以下同じ。）の債券に投資します。た
だし、Ｂマイナス格より格下げとなった銘柄を継続保有する場合があります。

・ポートフォリオの平均格付は、原則としてＡマイナス格以上とします。
・ファンドの平均デュレーションは、６ヵ月±1.5年程度以内で変動させるものとします。
・米ドル建債券などへの投資も可能とします。
・エマージング国の発行体の債券などへの投資は、ファンドの純資産総額の10％まで可能とし

ます。
・ファンドは、オプション取引、先物取引、スワップ取引などの派生商品に投資をします。
・エマージング国の発行体の債券などへの投資とハイイールド債などへの投資を合わせた合計

は、ファンドの純資産総額の15％までとします。
・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の15％までとします。
・ファンドは、一つの発行体の債券などにファンドの純資産総額の10％を限度として投資する

ことができます。ただし、政府、その政府の部局、政府系機関または国際機関が発行した債
券などはこの限りではありません。

・ファンドは、少なくとも純資産総額の50％を日本の金融商品取引法に定める「有価証券」の定
義に該当する有価証券（企業または政府の債務証券、コマーシャル・ペーパーなど）および債
券に関係するデリバティブ商品に投資します。

・ファンドは、全体のポートフォリオ運用戦略の一環として、または債券価格の下落を相殺す
るために、空売りを行なうことができます。ただし、ファンドの純資産総額の100％を越え
ないものとします。
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ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

元本の維持に配慮しつつ、トータル・リターンを最大化するような運用を行ないます。
為替については、日本円以外の通貨建のポジションは原則フルヘッジします。ただし、状況に
より完全にフルヘッジできない場合があります。また、為替ヘッジの一部について、当該通貨
に関する為替予約取引ではなく、別の通貨に関する為替予約取引（いわゆるクロスヘッジ）を使っ
て行なうこともあります。
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─　19　─

ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

種類・項目
ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

バミューダ籍円建外国投資信託
運用の基本方針

主な投資制限 ・借入れの合計金額が各ファンドの純資産総額の10％を越える借入残高が生じる借入れは行な
えないものとします。

収益分配 四半期毎に、利子収入および売買益から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。

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0.236％（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（2001年８月13日設定）
決算日 原則として、毎年５月末日
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ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

◆投資明細表（2015年５月31日現在）

＜ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド＞

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）

評価額
（単位：千）

元本金額
（単位：千）

投資有価証券100.3％

モーゲージ担保証券9.7％

定期預金1.1％

米国政府機関債0.1％

短期投資商品72.6％

レポ契約(c)71.5％

ブラジル2.4％
社債等2.4％

インド0.1％
社債等0.1％

アイルランド0.6％
資産担保証券0.2％

モーゲージ担保証券0.4％

スイス1.1％
社債等1.1％

英国3.2％
社債等3.2％

米国20.3％
資産担保証券2.3％

社債等8.2％
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ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

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 *）：

(b) 譲渡制限付証券：

借入れおよびその他の金融取引

(c) レポ契約：

借入れおよびその他の金融取引要約

(d) 金融デリバティブ商品：上場または中央清算

先物契約：

* 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) 永久債（記載日は次回の契約上の償還日）である。

以下は、2015年５月31日現在の借入れおよびその他の金融取引、ならびに差し入れた（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。

(1) 未収利息を含む。

(2) 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。借入れおよびその他の金融取引からのエクスポー
ジャーは同一の法主体との同一のマスター契約に基づく取引間でのみ相殺することができる。

発行体

取引相手

取引相手

銘柄 種類 限月 契約件数

変動証拠金

資産 負債
未実現評価
（損）益

レポ契約に
係る未収金

空売りに
係る未払金

（受入）
差入担保

ネット・
エクスポージャー(2)

リバース
レポ契約に
係る未払金

セール・バイ
バック取引に
係る未払金

借入れおよび
その他の金融
取引合計

貸付金利 決済日 満期日 元本 担保
受入担保
（評価額）

レポ契約
（評価額）

レポ契約に
係る未収金(1)

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 フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

スワップ契約：

クレジット・インデックスに係るクレジット・デフォルト・スワップ － 売建プロテクション(1)

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

(1) ファンドがプロテクションの売り手で、特定のスワップ契約の条件で規定された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) 特定のスワップ契約の条件で規定されている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。

(3) クレジット・インデックスに係るクレジット・デフォルト・スワップ契約の価格および結果として生じる価値は、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、スワップ契約の想定元本の決済／売却が行われた場合の期末現在のクレジット・デリバティブに関する予想債務（または利益）の可能性
を表す。スワップの想定元本と比較した市場価格の絶対額の増加は、参照組織の信用状態の悪化、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
信用事由の可能性やリスクの拡大を表す。

以下は2015年５月31日現在の上場または中央清算金融デリバティブ商品の市場価格および変動証拠金の要約である。

(e) 2015年５月31日現在、上場または中央清算金融デリバティブ商品について$235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

ングの取決めの詳細に関しては財務書類の注記を参照のこと。

インデックス／
トランシェ

変動金利の
支払／受取

変動金利
インデックス

固定約定
受取レート

固定金利

金融デリバティブ資産

市場価格

取引相手 決済月 引渡通貨 受取通貨 資産 負債
未実現純評価（損）益

先物 合計

市場価格

先物 スワップ契約 合計
買建

オプション スワップ契約

変動証拠金
資産

変動証拠金
負債

売建
オプション

金融デリバティブ負債

満期日 想定元本 市場価格 資産 負債
未実現評価
（損）益

満期日 想定元本(2) 市場価格(3) 未実現評価益 資産 負債
変動証拠金

変動証拠金
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ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

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

以下は、2015年５月31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５月31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って金融デリバティブ商品について$2,720の現金が差し入れられ

ている。

以下は、ファンドが当期中に保有した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。

資産・負債計算書における金融デリバティブ商品の公正価値（2015年5月31日現在）

(1) 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のエクスポー
ジャーは同一の法主体との同一のマスター契約に基づく取引間でのみ相殺することができる。

金融デリバティブ資産

ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ

コモディティ契約 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

取引相手
外国為替
先渡契約

外国為替
先渡契約

売建
オプション

スワップ
契約

（受入）
差入担保

店頭
デリバティブ
の市場価格
（純額）

ネット・
エクス

ポージャー(1)店頭合計
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
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ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

損益計算書に対する金融デリバティブ商品の影響（2015年５月31日に終了した会計年度）

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５月31日現在の情報に基づいた公正価値評価の要約である。

2015年５月31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。

公正価値の測定

ヘッジ商品として計上されていないデリバティブ

コモディティ契約

カテゴリー レベル１ レベル２ レベル３

公正価値
（2015年５月

31日現在）

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
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ＰＩＭＣＯバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド 

◆損益計算書（2015年５月31日に終了した会計年度） 

（金額単位：千米ドル） 
ＰＩＭＣＯバミューダ 

フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド

投資収入： 

受取利息（外国源泉税額控除後*） ＄ 1,336

 収入合計 1,336

 

費用： 

運用報酬 197

支払利息 5

 費用合計 202

 

投資純利益 1,134

 

実現純利益（損失）： 

投資有価証券（外国源泉税控除後*） (1,096)

上場または中央清算金融デリバティブ商品 (622)

店頭金融デリバティブ商品 (10,834)

外貨 (461)

 実現純利益（損失） (13,013)

 

未実現評価益（評価損）の純変動額： 

投資有価証券（外国源泉税控除後） (1,309)

上場または中央清算金融デリバティブ商品 541

店頭金融デリバティブ商品 (3,277)

外貨建資産・負債 8

 未実現評価益（評価損）の純変動額 (4,037)

純利益（損失） (17,050)

 

運用による純資産の純増加額（減少額） ＄ (15,916)
* 外国源泉徴収税額 ＄ 0

 

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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