
[追加型証券投資信託／ファンドオブファンズ] [設定日]
[基準価額] 20,886円 [純資産総額]
[決算日] 毎年4月25日 [ヘッジ比率] 原則として為替ヘッジは

行いません

1. パフォーマンス

基準価額の騰落率

*信託報酬控除後、1年を超える期間は年率換算してあります
**ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ベース、為替ヘッジなし）

分配実績 （単位：円）

　

3.66%

差 -0.20% 0.13% 0.66% -0.54% -0.88% 0.11%

ベンチマーク** 0.32% 2.42% -1.28% 0.26% 2.23%

2023年3月31日現在

2003年4月30日
51.7億円

設定来

ファンド* 0.12% 2.55% -0.62% -0.28% 1.34% 3.76%

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

第6期 第7期 第8期 第9期 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期 累計

日付 09/4/27 10/4/26 11/4/25 12/4/25 13/4/25 14/4/25 15/4/27 16/4/25 17/4/25 18/4/25 19/4/25 20/4/27 21/4/26 22/4/26 -

金額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※本資料はピムコジャパンリミテッド（以下、「当社」と言います）が当ファンドの運用状況の開示を目的として作成した資料であり、「金融商品取引法」「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく法定開示資料または

運用報告書ではありません。
※本資料に記載した運用状況、コメント等は、過去の一時点あるいは過去の一定期間におけるものであり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
※本資料に記載されているデータ等の正確性につきましては当社は細心の注意を払っておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用している為、実質的な組み入れ状況を記載しております。また、各資産の組入れ比率も実質組入れ比率で表示しています。

本資料は、変額年金保険の特別勘定に組入れられている投資信託についての運用状況を開示するための参考資料であり、募集を目的とするものではありません。ま

た、将来の運用成果を保証するものではありません。

ご契約者が投資信託を直接保有しているものではありません（投資信託を直接購入することはできません）。

特別勘定に組入れられている投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。

本資料は、ピムコジャパンリミテッドによる運用報告を、第一生命保険株式会社より提供するものです。

このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。必ず最終ページをご覧いただき、内容につ

いて十分ご確認ください。
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2. ファンド特性
数値はすべて、当ファンドが組入れている2本のファンドを合算して算出しております。

ファンドの一般的特性 種類別配分

*「キャッシュ等」にはCPなども含まれます。

現物債券組入上位5銘柄

1
2
3
4
5

3. 運用担当者のコメント
*

≪市場コメント≫

≪パフォーマンス≫

≪今月の運用方針≫

* 将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

米国債券相場は、米国地方銀行の破綻やクレディ・スイスの経営危機を受けてリスク回避姿勢が強まったことなどにより上昇しました。また、FOMC（
米連邦公開市場委員会）の声明文や参加者の金利見通しを受けて、市場では利上げ停止が近いとの観測が高まったことなども上昇要因となりました。月末
にかけては、市場において早期利下げに対する期待が後退したことなどにより下落に転じたものの、月を通じてみると米国債券相場は上昇しました。（2
年債利回りは前月比0.79%低下、10年債利回りは前月比0.45%低下しました。）
欧州債券相場も、米国債券相場と同様に欧米の金融システムに対する懸念が高まったなかでリスク回避姿勢が強まったことから上昇しました。一方で、月
末にかけては、複数のECB（欧州中央銀行）高官が金融システムを取り巻く不透明感が経済や金融市場に与える影響が限定的なものに留まる限り、イン
フレ抑制に向けて利上げを継続する必要があるとの見解を示したことから小幅に下落しました。月を通じてみると欧州債券相場は上昇しました。（2年債
利回りは前月比0.45%低下、10年債利回りは前月比0.36%低下しました。）
英国債券相場は、米国地方銀行の破綻を受けてFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げ継続に慎重になるとの見方が強まったことやクレディ・スイスの
経営危機などを背景としたリスク回避姿勢の強まりから上昇しました。一方、月末にかけては2月英CPI（消費者物価指数）が市場予想に反し加速したこ
とを受けて、BOE（イングランド銀行）が利上げを継続するとの見方から小幅に下落しました。月を通じてみると英国債券相場は上昇しました。（2年債
利回りは前月比0.25%低下、10年債利回りは前月比0.34%低下しました。）
日本債券相場は、欧米金融機関の信用不安が高まったことや、米FRBが利上げサイクル終了の可能性を示唆したことなどを背景に、世界的に金利が低下
したことを受け上昇しました。（2年債利回りは前月比0.02%低下、10年債利回りは前月比0.15%低下しました。）

先月のパフォーマンスはプラス0.12%となりベンチマークを0.20%下回りました。欧州や米国の金利リスクを少なめとしたことがマイナスに寄与した一
方、デンマークのカバードボンドへの投資がプラスに寄与しました。

PIMCOでは、米国地方銀行の破綻を受けて金融当局が中小の金融機関に対する規制を強化することで貸出姿勢が慎重化する可能性がある点や高金利環境
の下で企業の資金調達が更に困難となり得る点を鑑みて、従来の想定よりも早い段階で景気後退に入る可能性が高まったと考えています。また、欧米の中
央銀行の利上げ停止のタイミングが近付きつつあるとみていますが、利下げを開始するためにはインフレ率が中央銀行の目標水準にまで低下する必要があ
り、金融緩和へのシフトまでには相応の時間を要すると予想しています。なお財政政策については、より深刻な金融危機に陥らない限り、積極的な財政政
策が実施される可能性は低いとみています。米国については、新規貸付の約3割を担う中小銀行は、今般の一部地方銀行の経営破綻を受けて預金者が大手
銀行に預金を移す可能性があることに加えて、金融当局が実施することが想定される規制強化により中小銀行が融資姿勢を慎重化する可能性があります。
一方で、厳格な規制への対応が求められる大手銀行が中小銀行に代わって融資を拡大することは難しいと考えられることから、信用収縮を背景として従来
の想定よりも早いタイミングで景気後退入りする可能性が高まったと考えています。ただし2008年の金融危機時とは異なり、家計は十分な貯蓄を有しバ
ランスシートが健全な状態にある点は景気に対するサポート材料となります。インフレ率については、労働市場が依然としてひっ迫した状況にあるなか、
賃金水準の調整が長期に渡り実施されると見込まれることから、FRBの目標水準である2%にまで低下するには相応の時間を要すると考えられ、2023年
末で3%程度の水準に留まるとみています。従って、利上げ局面は終了に近付きつつあるとみていますが、利下げ開始は2024年以降になると予想してい
ます。ユーロ圏については、クレディ・スイス救済時にスイス当局が市場で想定されていた資本構造における優先順位とは異なる形で普通株式よりも先に
AT1債を無価値化するという対応を行ったことを背景に、今後の金融機関の資本調達コストが上昇し、域内における融資が縮小することなどが想定され
るため、景気後退の可能性は高まったとみています。金融政策については、ユーロ圏においては労働市場がひっ迫していることに加えて、天然ガス価格の
高止まりや通貨安の影響もあることから、インフレ率がECBの目標水準である2%を下回るタイミングや、ECBの利上げ休止時期は米国よりも遅れるも
のと考えています。ファンドの運用に際しては、他主要国対比で投資妙味が高いと考えられるデンマークの金利リスク量を若干多めにする一方、米国、ユ
ーロ圏、中国の金利リスクを少なめとし、全体では金利リスクを少なめとします。セクター戦略については、リスクを考慮しても魅力的な利回りを提供す
ると考えられる金融債などの社債に選択的に投資します。また、インフレ率が高まる可能性があることから米物価連動債も選択的に保有を継続します。

FNMA TBA 2.5% MAY 30YR 2.50% 2053/5/11 4.29%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR 4.50% 2053/5/11 4.21%

U S TREASURY BOND 1.88% 2041/2/15 6.86%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR 3.00% 2053/5/11 5.79%

銘柄名 クーポン 償還日 組入比率
U S TREASURY BOND 3.25% 2042/5/15 8.65%

その他 6.71% 合計 100.00%
合計 100.00%

オーストラリアドル 2.64% A1/P1 0.00%
日本円 1.96% A2/P2 0.00%

英ポンド 4.25% BBB 22.04%
カナダドル 3.09% BBB未満 0.01%

ユーロ 24.07% AA 8.92%
中国元 9.96% A 8.91%

通貨別配分 格付別構成比
通貨名 組入比率 組入比率
米ドル 47.34% AAA 60.12%

債券組入比率 97.32% キャッシュ等
* 9.38%

*平均格付けとは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付を加重平均したもので
あり、当該投資信託受益証券に係る信用格付ではありません。

合計 100.00%

平均償還期間（年） 7.67 社債 16.95%

平均格付け* AA エマージング債 0.47%

組入比率
平均最終利回り 3.85% 国債、エージェンシー債 51.49%
平均デュレーション（年） 5.77 モーゲージ、アセットバック債 21.71%

平均クーポン 3.63%

本資料は、変額年金保険の特別勘定に組入れられている投資信託についての運用状況を開示するための参考資料であり、募集を目的とするものではありません。ま

た、将来の運用成果を保証するものではありません。

ご契約者が投資信託を直接保有しているものではありません（投資信託を直接購入することはできません）。

特別勘定に組入れられている投資信託の基準価額の変動は、特別勘定の基準価額の変動とは異なります。

本資料は、ピムコジャパンリミテッドによる運用報告を、第一生命保険株式会社より提供するものです。

このレポートの最終ページには、諸費用やご契約者の負うリスクなどぜひご確認いただきたい内容について記載しています。必ず最終ページをご覧いただき、内容につ

いて十分ご確認ください。

※本資料はピムコジャパンリミテッド（以下、「当社」と言います）が当ファンドの運用状況の開示を目的として作成した資料であり、「金融商品取引法」「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく法定開示資料または運用報告書ではありません。
※本資料に記載した運用状況、コメント等は、過去の一時点あるいは過去の一定期間におけるものであり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
※本資料に記載されているデータ等の正確性につきましては当社は細心の注意を払っておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用している為、実質的な組み入れ状況を記載しております。また、各資産の組入れ比率も実質組入れ比率で表示しています。
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■運用リスクについて 
・ この商品は、年金額、積立金額、解約返還金額、給付金額等が特別勘定資産の運用実績に基づいて増減する仕組みの、保険料一時払方

式の変額年金保険（生命保険）です。引受保険会社は、第一生命保険株式会社です。 

・ ファンド（特別勘定）での資産運用においては主に投資信託に投資しますので、その運用においては運用リスクを負うことになります。この商

品では、資産運用の成果が直接、積立金額、解約返還金額、死亡給付金額等に反映されることから、資産運用の成果とリスクがともにご契約

者に帰属することとなります。なお、積立金額、解約返還金額、年金原資、年金額に最低保証はありません。 

・ 積立金額は、ファンド（特別勘定）で運用・管理されます。ファンド（特別勘定）は、実質的に国内外の株式・債券等を投資対象とするため、「株

価の下落」「金利の上昇による債券価格の下落」「円高による外貨建資産価格の下落」等が基準価額の下落要因となります。 

・ 基準価額の下落は直接、積立金額、解約返還金額、年金原資などに反映されるため、積立金額、解約返還金額、年金原資が一時払保険料

相当額を大きく下回ることがあり損失が生じるおそれがあります。 

 
■ご負担いただく諸費用について 

 お客さまには以下の諸費用の合計額をご負担いただきます。 

 

 (1) 運用期間中 

①すべてのご契約者にご負担いただく費用 

項目 金額 備考 

保険契約関係費 

死亡給付金のお支払いや、ご契約の締結・維持に必要

な費用です。 

ファンド（特別勘定）の資産総額に対して年率

1.551％ 

ファンド（特別勘定）の資産総額に対して年

率 1.551％/365 日を毎日控除します。 

運用に関わる費用 

各ファンド（特別勘定）の運用に関わる費用として、投資

対象となる投資信託にかかる信託報酬などです。 

信託報酬は、（年率）1.76275％が上限です。 

（別表をご覧ください。） 

※運用手段の変更、運用資産額の変動等の理

由により将来変更される可能性があります。 

投資対象となる各投資信託の信託報酬

は、信託財産の額に対して所定の率（年

率）/365 日を毎日控除します。 

※ 上記の信託報酬の他、以下の諸費用を間接的にご負担いただくことがあります。なお、売買委託先、売買金額等によって手数料率が変動する

等の理由から、これらの計算方法は表示しておりません。 

・有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、信託財産留保額、当該

手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用（マザーファンドで運用する場合も同様）等 

 

（別表）各特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の信託報酬等 

特別勘定の名称 
主たる投資対象とする投資信託の 

信託報酬等※ 
特別勘定の名称 

主たる投資対象とする投資信託の 

信託報酬等※ 

日本株グロースファンド 年率 0.957％（税抜 0.87％）を上限 米ドル短期ファンド 管理報酬等 年率 0.91％（上限） 

日本株バリューファンド 年率 1.65％（税抜 1.50％） 日本リートファンド 年率 0.704％（税抜 0.64％） 

日本小型株ファンド 年率 1.463％（税抜 1.33％） マネーファンド 元本総額に対し年率 1.0％以内 

日本株インデックスファンド 年率 0.3685％（税抜 0.335％） 

Ｄバランスファンド 

年率 0. 29975％～1. 76275％（税抜 0. 2725％～1. 
6025％） 

うちアセットマネジメント One 株式会社分の費用は

0.29975％程度（税抜 0.2725％程度）です。 

グローバルグロースファンド 年率 1.43％（税抜 1.30％） 

グローバル債券ファンド 年率 0.77％（税抜 0.70％） 

※上記信託報酬は、2023 年 4 月現在の数値であり、運用会社により今後変更され引き上げられることがあります。なお、（ ）内は消費税抜きの額を

表示しています。 

 

②特定のご契約者にご負担いただく費用 

項目 金額 備考 

保険契約維持費 

基本保険金額が 200 万円未満の場合にかかる費用です。 
毎月 400 円 

月単位の契約応当日（契約日を含みます）始に

積立金から控除します。 

解約控除 

契約日（増額日）から経過 10 年未満で解約・減額された場

合にかかる費用です。 

契約日からの経過年数に応じ、基本保

険金額に対して 6.0％～0.6％の解約控

除率を乗じた金額 

解約・減額時にお支払いする積立金から控除し

ます。 

(2) 年金受取期間中 

項目 年金の種類 金額 備考 

保険契約関係費 

確定年金 

保証期間付有期年金 
支払年金額に対して年率 1.0％ 

第２回以後の年金の年金支払日に責任準備

金から控除します。 
保証期間付終身年金 

保証期間中：支払年金額に対して年率 1.0％ 

保証期間経過後：支払年金額に対して年率 2.0％ 

※上記の率等は年金支払開始日の時期により異なることがあります。 

 
■その他ご留意いただきたい事項について 

・ この商品では、年金原資、年金額に最低保証はありませんので、お受取りになる年金の合計額が一時払保険料相当額を下回ることがありま

す。そのため損失が生じるおそれがあります。 

・ この商品では、ご契約日（増額日）から 10 年未満に解約・減額をされますと解約控除がかかります。また、解約返還金額には最低保証はあり

ませんので、一時払保険料相当額を下回ることがあります。そのため損失が生じるおそれがあります。 

特にご確認いただきたい重要事項【引出機能付災害４割加算型変額年金保険】 


