
米国

81.2%

英国

7.5%

日本

1.5%

ドイツ

1.4%

ガーンジー(チャネル諸島)

1.3% スペイン

1.2%

インド

1.0%

その他

5.0%

※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

※最終利回りは各債券の取得時における最終利回りを、取得時の投資比率で加重平均して計算をしています。組入債券の満期とファンドの償還時期
は異なる場合があります。上記は当ファンドの収益率を示すものではありません。また、当ファンドを換金する場合も含めて、当該利回りが償還時まで維持さ
れることを示唆・保証するものではありません。さらには信託期間中に当ファンドを換金した場合は、上記水準を下回る場合があります。ポートフォリオの組
入債券の償還時期によっては、上記の水準を下回ることがあります。 ※為替ヘッジコストは、基準日時点の金利および為替の実績に基づく推計値であり、当
該コストが実現されるものではありません。 ※購入時手数料、信託報酬のほか、その他費用・手数料もご負担いただきます。当ファンドの保有期間中にご負担
いただく費用・手数料の詳細についてはP4および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。※組入債券が信託期間内に償還された場合等には、他の
債券に再投資することがあります。再投資する債券は信託期間内に償還されるものとします。また、換金への対応のため、組入債券をその時点の時価で売却
し、為替ヘッジを時価で一部解消することがあります。
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2022年8⽉12⽇

受益者用資料

最終利回り

年5.５７%

購入時手数料（税込）
（上限料率÷信託期間年数）

年0.1375%

為替ヘッジコスト
（4年）

年3.70%程度

信託報酬（税込）

年0.7425%

実質的な
最終利回り

年0.99%程度

－ － － ＝

「みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022－06（限定追加型）」（以下、当ファンド）は2022年

6月24日に設定され、運用を開始しました。2022年7月29日時点における債券の組入比率は純資産総額の

約96％となっており、引き続きポートフォリオの構築途上となっています。

当資料では、基準日におけるポートフォリオの状況のほか、足もとの市場環境やポートフォリオのポイントなど

についてご案内します。

最終利回り
（年率）

5.57％

平均残存期間 3.03年

平均格付け BBB

銘柄数 150

修正
デュレーション

2.77年

ポートフォリオの状況

通貨別比率

米ドル 99.2%

現金等 0.8%

※最終利回りは各債券の取得時における最終利回りを、取得時の投資比率で加重平均して計算をしています。 ※平均格付けは基準日時点でのポート
フォリオ内の全銘柄の平均を記載したものであり、当ファンドの信用格付けではありません。 ※業種はブルームバーグの基準に基づいています。
※格付けは主要格付会社（S&P、Moody's、Fitch）の格付けのうち最上位の格付けを表示したものであり、当ファンドの信用格付けではありません。
また、＋・－等の符号は省略し、S&Pの表記方法にあわせて表示しています。 ※比率の合計は四捨五入の関係で100％とならない場合があります。
出所：ブルームバーグ、 PIMCOのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

ポートフォリオの状況① （基準日：2022年7月29日）

＊1 景気動向によって業績が左右されやすい業種（例：ホテルやレジャーなど）
＊2 景気動向の影響を比較的受けにくい業種（例：食品や医薬品など）
※上記円グラフの各比率は、組入債券評価額に対する割合です。

国・地域別比率 業種別比率

基準日における各種コスト控除後の実質的な最終利回り（推計値）

格付別比率

ポートフォリオの構築状況のお知らせ

景気循環消費財＊1

15.4%

銀行

11.8%

テクノロジー

10.9%

エネルギー

10.0%
資本財

9.1%

通信

8.9%

非景気循環

消費財＊2

8.3%

その他

25.6%

AAA

2.9%
A

7.4%

BBB

69.4%

BB

18.2%

B

2.1%
＊1

＊2

※通貨別比率は、純資産総額に対する
割合です。

※ポートフォリオの状況は、純資産総額
をもとに計算しています。

※ 当ファンドの購入申込期間は終了しています。

※最終利回りなどの各数値は、基準日におけるポートフォリオの構築状況に基づき計算しています。 ※基準日において、ポートフォリオ
の構築は完了していません。

巻末の「ご注意事項等」をご確認ください。



みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド
2022－06（限定追加型）

銘柄名 国・地域 通貨 業種
クーポン

（％）
償還日

最終利回り
(年率、％）

格付け
組入比率

（％）

1 ラディアン・グループ 米国 米ドル 保険 6.6 2024/09/15 5.65 BBB 1.6

2 F&G Global Funding 米国 米ドル 保険 5.2 2025/07/07 4.87 A 1.6

3 ディスカバリー・コミュニケーションズ 米国 米ドル 通信 4.9 2025/12/11 4.37 BBB 1.5

4 マーベル・テクノロジー 米国 米ドル テクノロジー 1.7 2026/04/15 4.13 BBB 1.5

5 ハイアット・ホテルズ 米国 米ドル 景気循環消費財 4.9 2025/12/15 4.52 BBB 1.5

6 エクイニクス 米国 米ドル テクノロジー 1.5 2026/05/15 4.02 BBB 1.4

7 デルタ航空 米国 米ドル 運輸 7.4 2025/12/15 5.73 BBB 1.4

8 ボーイング 米国 米ドル 資本財 2.2 2026/02/04 4.38 BBB 1.4

9 グローバル･ペイメンツ 米国 米ドル テクノロジー 1.2 2026/03/01 4.28 BBB 1.4

10 デル・インターナショナル／EMC 米国 米ドル テクノロジー 6.0 2026/03/15 4.18 BBB 1.4

組入銘柄数：150

※上記は過去の情報または運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

巻末の「ご注意事項等」をご確認ください。
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※組入比率は純資産総額に対する割合です。
※国・地域はPIMCOの基準、業種はブルームバーグの基準に基づいています。
※償還日は繰上償還条項が付与されている場合は次回の繰上償還予定日を表示しています。
※格付けは主要格付会社（S&P、Moody’s、Fitch）の格付けのうち最上位の格付けを表示したものであり、当ファンドの信用格付けではありません。
また、＋・－等の符号は省略し、S&Pの表記方法にあわせて表示しています。

※当ファンドにおける保有の継続を示唆・保証するものではありません。また、掲載した個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
出所：ブルームバーグ、 PIMCOのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

組入上位10銘柄

ポートフォリオの状況② （基準日：2022年7月29日）

市場環境について（2022年6月～7月）

ポートフォリオ構築におけるポイント

PIMCOの経済見通しに基づき、今後予想される経済環境においても、相対的に高い債務支払能力を有す
るとみられる銘柄を中心に、利回り水準や取引コストも考慮したうえで、ポートフォリオの構築を行っています。

業種配分については、ファンダメンタルズ対比で割安感が残されている航空機器メーカーやホテル運営会社な
どの景気循環消費財のほか、2008年の金融危機以降の規制強化を背景に、安定的な財務状況を維持し
ている金融関連をやや多めに組み入れています。

格付配分については、約8割を信用力の高い投資適格社債としています。なお、一部組み入れているハイ
イールド社債については、当該カテゴリーでは比較的信用力が高いBB格を中心に投資をしています。

2022年6月以降の金融市場は、インフレ率の高止まりを背景に、引き続き先進国の中央銀行が利上げを
実施したことから、欧米などの先進国を中心に短期金利の上昇がみられました。一方、長期金利については一
時上昇する場面がみられたものの、将来的な景気減速懸念が高まったことから低下しました。

当ファンドの主要投資対象である社債市場では、景気の先行きに対する不透明感からスプレッド（国債利
回りに対する上乗せ金利）の拡大がみられました。

ポートフォリオを構築する環境としては、景気に対して過度に楽観的になるタイミングではないものの、相対的
に利回りが高い銘柄に投資しやすい環境である一方、各国中央銀行によるハイペースでの利上げを受けて市
場変動が大きいことなど、一定の注意が必要とみています。



当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動し

ます。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されている

ものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

また、投資信託は預貯金と異なります。

金利変動リスク 金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利の上昇は、一般に公社債の価格を下落させ、基準

価額が下落する要因となります。

信用リスク 有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受け変動し

ます。当ファンドが投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される

場合、信用格付けが格下げされた場合等には、債券の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準

価額が下落する要因となります。

為替変動リスク 為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影響をおよ

ぼします。組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、為替

リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには、円金利

がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。

流動性リスク 有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響を受ける

場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から期待できる価格どお

りに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。

カントリーリスク 投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資産価格や通

貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受け、基準価額が下落する

要因となります。当ファンドは新興国の債券にも投資を行います。新興国の経済状況は、先進国経済と比較して

一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が債

券市場や為替市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局に

よる海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も

債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。

ファンドの投資リスク

基準価額の変動要因

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

 為替ヘッジ取引は、取引相手の信用リスクを負うこととなります。

当ファンドは信託期間に合わせた期間固定の為替ヘッジ取引を行いますが、為替ヘッジの取引相手の信用リスクが高まったと判

断される場合等には、当該為替ヘッジ取引を解消し改めて為替ヘッジ取引を行うことがあります。その場合、為替ヘッジ取引にか

かるコストが変動することにより、当ファンドの実質的な平均最終利回りが低下することがあります。

 投資した債券が満期償還される場合、繰上償還される場合、または償還日前に売却される場合には、別の債券に投資することが

あり、金利低下局面等においては、再投資した債券の利回りが、当初投資した債券の利回りより低くなる可能性があります。

 当初申込期間中において、資金動向、投資対象市場環境等によっては、購入のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付

けた購入のお申込みの受付を取り消し、当ファンドの設定を見送ることがあります。

分配金に関する留意事項

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド
2022－06（限定追加型）
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 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて行われる

場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個

別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。

 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要

因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落す

ることになります。

巻末の「ご注意事項等」をご確認ください。



●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。

また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

○印は協会への加入を意味します 。

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

委託会社およびその他関係法人

＜委託会社＞アセットマネジメントOne株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会

一般社団法人日本投資顧問業協会
＜受託会社＞みずほ信託銀行株式会社
＜販売会社＞販売会社一覧をご覧ください。

照会先

アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター：0120-104-694

(受付時間：営業日の午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：http://www.am-one.co.jp/

220808JS313599 構築時レポート

ご注意事項等

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。

お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

当ファンドは債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資をしますので、市場環境、組入

有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、投資者のみなさまの投資元本は保証されて

いるものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投

資者のみなさまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性につ

いて、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

投資信託は

① 預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証

券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

② 購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

③ 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

ファンドの費用 （くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください)

販売会社 （投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください)

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド
2022－06（限定追加型）
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ご 購 入 時 購 入 時 手 数 料 購入価額に0.55％（税抜0.5％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額
となります。
※当ファンドの購入申込期間は終了しています。

ご 換 金 時 換 金 時 手 数 料 ありません。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％の率を乗じて得た額とします。

保 有 期 間 中
（信託財産から間
接的にご負担いた
だ き ま す 。 ）

運 用 管 理 費 用
（ 信 託 報 酬 ）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.7425％（税抜0.675％）

そ の 他 の
費 用 ・ 手 数 料

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での
資産の保管等に要する費用、監査費用等が信託財産から支払われます。
※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあ
るため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

商号 登録番号等
日本証券業

協会

一般社団法

人日本投資

顧問業協会

一般社団法

人金融先物

取引業協会

一般社団法

人第二種金

融商品取引

業協会

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

株式会社みずほ銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第6号 ○ ○ ○


