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※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
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 2018年は、米国を中心に世界的な金利上昇や米中貿易摩擦に対する懸念を背景とした投資家のリスク回避姿勢の強
まりなどから、債券市場は上値の重い展開となりました。年末にかけては、世界景気の減速懸念の高まりなどからハイイール
ド社債などの高利回り債券が下落し、米国国債などの高格付け債券が上昇に転じました。 

 このような環境下、PIMCOのストラテジック・インカム戦略（以下、インカム戦略）により世界で発行されている債券などに
投資しているインカム・ファンド（M）＊は、2017年後半以降の世界的な金利上昇や市場のボラティリティが高まる局面に
備え、過度な金利リスクや信用リスクを抑えて運用を継続した結果、多くの債券セクターが軟調となるなか、2018年1年間
で+0.9%（米ドルベース、信託報酬控除前）とプラスのリターンとなりました。 
 
＊ インカム・ファンド（M）は、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号～12月号の実質的な投資対象であるバミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バ

ミューダ・インカム・ファンド（M）」のことです。各ファンドは、バミューダ籍外国投資信託｢ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS（JPY）｣円建受益証券
を通じて、実質的にインカム・ファンド（M）米ドル建受益証券に投資します。インカム・ファンド（M）は分配を行いません。詳しくは10ページをご覧ください。 

  2018年の振り返り：金利上昇と投資家のリスク回避姿勢の強まりにより債券市場が軟調に推移するな
か、PIMCOのストラテジック・インカム戦略（米ドルベース）は相対的に安定した値動きに 

1 

2018年 
インカム・ファンド（M）と各債券市場のパフォーマンス 

および米国10年国債利回りの推移 

※期間：2017年12月28日～2018年12月27日（日次） 
※2017年12月28日（国内籍投信の12月29日の基準価額が参照する海外市場の応当日）を100として指数化。 
※各指数については10ページをご覧ください。 
※各投資対象資産のパフォーマンスは、米ドルヘッジベースまたは米ドルベースです。米ドルヘッジとは、米ドル以外の通貨の売り、米ドル買
いの為替取引を指します。 

※投資信託と一般的な債券指数では特徴やリスク、費用等が異なり、パフォーマンスを一概に比較できるものではありません。 

出所：ブルームバーグ、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーおよびピムコジャパンリミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成  

2019年2月7日 

2018年の運用状況について 

(%) 

(年/月) 

インカム・ファンド（M） 
信託報酬控除前（左軸） 

米政府系 
モーゲージ債 
（左軸） 

グローバル投資 
適格社債（左軸） 米国国債 

（左軸） 

米ドル建 
新興国債券 
（左軸） 

米国10年国債利回り（右軸） 

(%) 
2018年リターン 

当期間における最大下落率 

(%) 

(%) 

グローバル 
ハイイールド社債 

（左軸） 

インカム・ 
ファンド（M） 

信託報酬 
控除前 

グローバル 
ハイイールド 

社債 

米政府系 
モーゲージ債 

米国 
国債 

米ドル建 
新興国 
債券 

相対的に下落を抑えつつ
プラスのリターンを獲得 

 2018年は、年初より米長期金利の上昇や米中貿易摩擦に対する懸念を背景としたリスク回避姿勢の強まりなどから、金
融市場は波乱の幕開けとなりました。債券市場では、リスク回避の流れから新興国債券の中でも高利回り債券が下落した
ことに加え、金利変動による影響をより受けやすい高格付け債券も軟調に推移しました。 

 このような環境下、PIMCOのストラテジック・インカム戦略により世界で発行されている債券などに実質的に投資しているイ
ンカム・ファンド（M）＊は、過度な金利リスクや信用リスクの取得を抑えて運用した結果、多くの債券セクターが軟調となる
中、2018年年初から8ヵ月間でみると+0.5%とプラスのリターンとなりました。 
 
＊ インカム・ファンド（M）は、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号～12月号の実質的な投資対象であるバミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バ

ミューダ・インカム・ファンド（M）」のことです。各ファンドは、バミューダ籍外国投資信託｢ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS（JPY）｣円建受益証券
を通じて、実質的にインカム・ファンド（M）米ドル建受益証券に投資します。インカム・ファンド（M）は分配を行いません。詳しくは9ページをご覧ください。 
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 2018年の新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の基準価額は-3.2%とマイナスになりました。投資対象の質を
重視したインカム戦略の運用リターンはプラス（米ドルベース、信託報酬控除前：+0.9%）でしたが、コスト要因 
（円ヘッジコストと信託報酬等の年間の合計値：-4.1%）が上回る結果となりました。 

 
 プラスに寄与した戦略  

① 為替戦略（米ドル短期金利の積み上げ）：米ドル短期金利上昇を受け主要投資対象である米ドル建て債券からの
金利収入がプラスに寄与しました。 

 
② 米国非政府系モーゲージ証券への投資  ：変動利付債の組み入れが多いことから金利上昇に耐え、米国個人の信

用力改善による恩恵を享受しました。 
 マイナスに影響した戦略  

③ 新興国債券および社債への投資：新興国債券への投資は主に年前半における一部新興国に対する懸念の高まりから、
社債への投資は年末にかけて社債スプレッドが急速に拡大し、マイナスに寄与しまし
た。 

 
④ 米国政府関連債への投資    ：主に年前半の金利上昇がマイナスに影響しましたが、年後半の投資家のリスク回避

の動きが強まった局面では、マイナス幅が縮小しました。 

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号のパフォーマンス要因分析 

※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。 

■為替戦略等 

■米国非政府系モーゲージ証券 

■新興国債券（社債含む） 

■ハイイールド社債・バンクローン 

■証券化商品（除く住宅ローン担保証券） 

■先進国債券（除く米国） 

■米国政府系モーゲージ証券 

■米国政府関連債 

■投資適格社債 

■信託報酬等 

■ヘッジコスト 

■合計 

1.1% -0.2% -4.1% -3.2% 

攻めの資産 コスト要因 守りの資産 合計 

  基準価額の変動要因：信託報酬とヘッジコストが重石となるも投資対象の質を重視した運用は奏功 2 

(%) 

※期間：2017年12月28日～2018年12月27日（日次） 
※小数点第2位以下を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。 
※上記の攻めの資産、守りの資産の分類は債券の特性を勘案してPIMCOが分類しています。 
※上段文章中の番号①～④と下段グラフの番号①～④は一致しています。 
※上記は12月号の要因分析を示した参考例であり、各号により詳細は異なります。 
出所：ピムコジャパンリミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

① 

③ 
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※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 

 インカム戦略では、一部のリスク資産が高値圏にあったことから、米国政府関連債など高格付け債券を中心とした「守りの資
産」の比率を6割程度に維持しました。 

 2018年後半にかけて株式やハイイールド社債などのリスク資産の価格が大幅に調整するなか、「守りの資産」の比率を引き
上げていたことが下落の抑制に寄与するなど、金融市場の急変にも備えられる運用スタンスを継続しています。 

世界的には金利の変動幅が拡大する可能性を意識し、変動金利の債券などを活用しポートフォリオ全体での金利リスク
（デュレーション）は2～3年と低位に維持したことで、金利変動にともなう値動きの幅を抑制しました。 

利上げサイクルが終盤とみられる米国は金利リスクを積み増す一方で、日銀による政策変更の可能性など金利上昇余地が
相対的に残された日本については、先物などを用いて金利リスクの売建ポジションの積み増しを継続しています。 

インカム・ファンド（M）のデュレーションの発行国別内訳の推移 

インカム・ファンド（M）の資産別配分 

※期間：2017年6月末～2018年9月末（四半期） 
出所：ピムコジャパンリミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

  足もとの運用状況：金融市場の変化に柔軟に対応し、信用リスクと金利リスクを機動的に調整 3 

攻
め
の
資
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守
り
の
資
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2017年 
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2017年 
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2017年 
12月 

2018年 
9月 

35% 42% 45% 42% 40% 攻めの資産 
の割合 

2018年 
3月 

2018年 
6月 

■ 投資適格社債 
■ 証券化商品（除く住宅ローン

担保証券） 
■ 米国政府系モーゲージ証券 
■ 米国政府関連債 
■ 先進国債券（除く米国） 

■ その他 
 
■ ハイイールド社債 
■ 新興国債券（社債含む） 
■ 米国非政府系モーゲージ証券 
■ バンクローン 

50% 

3 

2.1年 

最終利回り 5.1% 4.4% 5.2% 5.6% 6.1% 4.3% 

(年) 

(年/月) 

金融政策の変更にともなう金利上昇
の可能性が残り、金利水準が相対的
に低い日本の金利リスクをショート 

金融政策の正常化観測の広が
りにともない、金利上昇が進んだ
米国で金利リスクを積み増し 

中国が景気減速した際に、金利の低下が 
見込まれる豪州の金利リスクをとる 

※期間：2014年12月末～2018年12月末（月次） 
※上記は現物資産にデリバティブ取引を加味して算出したもの 
出所：ピムコジャパンリミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
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 PIMCOでは、米国の財政政策の効果のはく落や金融引き締めの効果が実体経済に現れ始めることなどを背景に、2018
年に独り勝ちを続けてきた米国経済の成長は2019年にはピークを迎え、世界経済も足並みを揃えた減速局面へ移行する
と予測しています。今後1年間で、急速にリセッション（景気後退）入りする可能性は低いものの、世界的に景気拡大ペー
スの鈍化が顕在化するとみています。 

 このような環境下、米国では利上げが継続されるものの、2019年内における利上げは1～2回で終了すると予想します。 
また、インフレ見通しも安定的ななかで長期金利の上昇ペースも2018年と比べ限定的になり、米10年国債利回りは3%
を中心とするレンジ内での推移が続くとみています。 

実質GDP成長率（年率）の見通し（イメージ図） 

10年国債利回りの推移 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
また、上記見解は市場環境の変動等により予告なく変更する場合があります。 

  PIMCOの経済・金利見通し：「世界経済の同時減速」を先取りした市場の変動性の高まりに注意 4 

4 

※期間：2016年～2019年（年次） 
※2018年以降は予測値 
出所：ピムコジャパンリミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

(年/月) 

(%) 

※期間：2015年6月30日～2018年12月31日（日次） 
出所：ロイターのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

(年) 

(％) (％) 

世界同時景気拡大 景気の二極化 足並みを揃えた 
景気減速 

予測値 
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社債市場が全般的に軟調に推移する環境下、インカム戦略では英国における大手金融機関のハイブリッド証券を中心に
金融債を積み増しました。 

 これらは、英国の欧州連合（EU）離脱にかかる不透明感から足もとは値動きが拡大していますが、イングランド中央銀行
（BOE）によるストレステストで金融危機が再来しても問題ないとされるなど、財務健全性が高いと評価されていることに加
え、利回りも上昇しており、今後プラス寄与が期待されるセクターの1つと考えます。 

 また、2018年は一部の新興国債券や通貨が調整し相対的な割安感が高まったため、インカム戦略ではファンドの基準価
額への影響が過度にならないよう注意しつつ限定的に先行投資を行ってきました。 

 2018年10月以降、大統領選挙にともなう不透明感が解消に向かったブラジルの債券(米ドル建て)や、当局による利上げ
を通じたインフレ抑制姿勢の強化が評価されはじめたトルコリラなどがプラス寄与へと転じています。 

ハイブリッド証券と主要債券セクターの利回りの比較 

2018年の新興国外貨建て債券 
（米ドルベース）のリターン 

※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
また、上記見解は市場環境の変動等により予告なく変更する場合があります。 

  今後の収益の源泉：市場が変動する局面で投資妙味の高まった債券や通貨への先行投資 5 

5 

※各指数については10ページをご覧ください。 

出所：ピムコジャパンリミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

(%) 

※2018年12月27日時点 
出所：ピムコジャパンリミテッドおよびブルームバーグのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 

(％) (％) 

2018年の新興国通貨 
（米ドルベース）のリターン 
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ファンド通信 
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上値の重い局面*
1年間のリターンの推移（月次、右軸）
同一戦略ファンド(左軸)

（％）

（年/月）

同一戦略ファンド＊1のパフォーマンスの推移と 
1年間投資した場合のリターンの推移 
（円ヘッジ、信託報酬控除後） 

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

「曲がっても折れない」運用により、基準価額の上値が重い局面に投資を開始した場合の1年後リターンは相対的に高い傾向 

 インカム戦略は、PIMCOの経済・金利見通しのもと、リスクに対し事前に備え、金融市場が大きく調整する際に下落幅を
相対的に抑制し、中長期的に着実に収益を積み上げるような「曲がっても折れない」運用を運用開始以来継続しています。 

 ファンドの上値が重い局面に投資を開始した場合、各時点から1年間のリターンがプラスになる傾向があります。インカム戦
略の収益の中心であるインカム（金利収入）を着実に積み上げていく一方で、デフォルトを極力避ける運用を目指すこと
で、それまで調整していた債券価格の回復の恩恵も享受できたことが要因です。 

  過去11年超のインカム戦略の運用が示唆するもの：足もとは追加投資を考えるうえで魅力的なタイミング
である可能性 
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米住宅バブル崩壊／ 
リーマン・ショック 

欧州債務 
問題 

バーナンキ・
ショック＊3 

チャイナ・ショック＊4／ 
原油の暴落 

 

米トランプ政権 
財政拡大 

足もと1年間のリターンは低下、イ
ンカム戦略の利回りは上昇傾向 

＊1：インカム・ファンド（M）と同一の戦略で運用している米国籍外国投資信託 
＊2：直近3ヵ月間のリターンが1％未満 
＊3：2013年5月、米連邦準備制度理事会（FRB）のバーナンキ議長（当時）が量的金融緩和の縮小を示唆する発言をしたこと

から、米国長期金利が上昇。資金流出懸念等を背景に新興国を中心に世界の株式市場が下落したことなどから、金融市場は
大きく動揺した。 

＊4：2014年半ば以降上海総合指数が大きく上昇し相場過熱への警戒感が高まっていたなか、2015年半ば以降に発表された中国
の経済統計が弱めの内容となったことや、2015年8月に人民元が切り下げられたことなどを背景に、中国経済の先行きに対する懸
念が高まり世界の株式市場が下落したことなどから、金融市場は混乱した。 

※期間：2007年3月末～2018年12月末（月次、同一戦略ファンドは2007年3月末を100として指数化） 
出所：ブルームバーグ、ICE Data Indices, LLCおよびピムコジャパンリミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
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上記はインカム戦略の内容をご理解いただくために、同一戦略ファンド（インカム・ファンド（M）と同一の戦略で運用している米国籍外国投資信託）のパフォーマ
ンスとリターンの推移をご参考として掲載したもので、各ファンドの運用成果ではありません。 

2 



各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、12～14ページをご確認ください。                                                                         

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号 
7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号 

 

ファンド通信 

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

債券投資に求められる収益の安定化を目指すうえでは「投資タイミング」よりも「投資期間」が重要 

 リスクの機動的な調整により下落幅を相対的に抑制し、グローバル債券市場からのインカム（金利収入）を中心とする安
定的な収益の実現を目指すインカム戦略においても、投資期間1年では金利や信用リスクの変動にともなう債券価格の変
動の影響を相応に受ける可能性があります。 

 一方、投資期間3年でみると、債券価格の変動にともなう影響が安定化しており、インカムの積み上げによる効果を着実に
享受しているとみられます。結果としてインカム戦略の運用開始来、過去11年超の間に経験したさまざまな市場変動を乗
り越え、インカム戦略における投資期間3年のリターン（月次ベース）はすべてプラスとなりました。 

  継続投資の意義：債券投資では投資期間をのばすことで、インカムの力により収益が安定化 7 

同一戦略ファンドの1年および3年間投資した場合のリターンの内訳の推移 
（円ヘッジ、信託報酬控除後、年率ベース） 
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(%) 

(年/月) 

(%) 

(年/月) 

～1年～ 

～3年～ 

投資期間1年では、金利変動や信用リスクの拡大／
縮小による債券価格の変動がリターンを左右 

投資期間3年では、債券価格の変動による影響が安定化し、
インカムの積み上げによる効果を着実に享受 

投資期間１年の損益の平均  
信託報酬控除後収益：＋6.6% 

利息収入：＋6.4% 
価格損益：＋3.1% 
ヘッジコスト：－1.2% 
信託報酬：－1.7% 

投資期間３年の損益（年率）の平均  
信託報酬控除後収益：＋7.8% 

利息収入：＋6.3% 
価格損益：＋3.9% 
ヘッジコスト：－0.9% 
信託報酬：－1.7% 

上記はインカム戦略の内容をご理解いただくために、同一戦略ファンド（インカム・ファンド（M）と同一の戦略で運用している米国籍外国投資信託）のリターンの
推移をご参考として掲載したもので、各ファンドの運用成果ではありません。 

※期間：2007年3月末～2018年12月末（月次） 
出所：ピムコジャパンリミテッドのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 
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各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、12～14ページをご確認ください。                                                                         

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号 
7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号 

 

ファンド通信 

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,739円 10,472円 745円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,745円 10,368円 635円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,817円 10,446円 635円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,785円 10,541円 765円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,775円 10,597円 830円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,704円 10,606円 910円
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号～6月号の 
基準価額の推移（設定日～2018年12月28日（日次）） 

【2月号（2015年2月25日設定） 】 

【3月号（2015年3月25日設定）】 

【5月号（2015年5月25日設定）】 

【1月号（2015年1月26日設定）】 

【6月号（2015年6月25日設定）】 

【4月号（2015年4月27日設定）】 

※基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。 
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を各ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異
なります。 

※累計分配金は、設定来の1万口当たりの税引前分配金の合計を表示しています。 
※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記は過去の実績であり、将来の分配金の
支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。  

（円） （円） 

（円） （円） 

（円） （円） 

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。 

（年/月） （年/月） 

（年/月） （年/月） 

（年/月） （年/月） 



各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、12～14ページをご確認ください。                                                                         

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号 
7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号 

 

ファンド通信 

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,674円 10,659円 990円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,648円 10,548円 910円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,677円 10,612円 940円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,665円 10,594円 940円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,676円 10,546円 880円

2018年 基準価額 分配金再投資基準価額 累計分配金

12月28日 9,716円 10,472円 765円
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新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号～12月号の 
基準価額の推移（設定日～2018年12月28日（日次）） 

【7月号（2015年7月27日設定）】 【8月号（2015年8月25日設定）】 

【9月号（2015年9月25日設定）】 【10月号（2014年10月27日設定）】 

【11月号（2014年11月25日設定）】 【12月号（2014年12月25日設定）】 

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。 

※基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。 
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を各ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異
なります。 

※累計分配金は、設定来の1万口当たりの税引前分配金の合計を表示しています。 
※運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。上記は過去の実績であり、将来の分配金の
支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。  

（円） （円） 

（円） （円） 

（円） （円） 

（年/月） （年/月） 

（年/月） 
（年/月） 

（年/月） （年/月） 



各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、12～14ページをご確認ください。                                                                         

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号 
7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号 

 

ファンド通信 

ファンドの特色 

1. 世界で発行されているさまざまな債券（デリバティブを含む）などを実質的な投資対象とし、機動的な運用を行うこと
により、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。 
 
各ファンドはバミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS（JPY）」（以下
「インカム・ファンド＊」という場合があります。）円建受益証券（運用：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）と国内投資信託「日本短期公社債マザーファンド」受益証券（運用：ア
セットマネジメントOne株式会社）を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。 

 ＊インカム・ファンドはバミューダ籍外国投資信託｢ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）｣（以下｢イン
カム・ファンド（Ｍ）｣という場合があります。）米ドル建受益証券を通じて運用を行います。 

各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、インカム・ファンドの組
入比率は、原則として高位とすることを基本とします。 

インカム・ファンドでは、金利変動リスクや信用リスクの低減および資産の効率的な運用に資することなどの目的
で実質的にデリバティブ取引などを用いることがあります。 

インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッド（以下｢ピムコジャパン｣という場合が
あります。）に委託します。 

 

2. 実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 
 

投資対象とするインカム・ファンドでは原則として、外貨建資産について対円での為替ヘッジを行います。ただし、 
為替による収益の獲得を目指して、限定的な範囲で実質的に為替変動リスクを取る場合があります。 

｢新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号～12月号｣の購入のお申込みは、それぞれ毎年、特定の期間に限定さ
れます。そのため、お申込みの時期により、買い付けできるファンドが異なります。 

各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない
場合があります。 

【当資料における使用指数】 
 
グローバルハイイールド社債：ICE BofAML・グローバル・ハイイールド・インデックス（米ドルヘッジ） 
グローバル投資適格社債：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲイト・インデックス（米ドルヘッジ） 
米ドル建新興国債券：JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド（米ドルベース） 
米政府系モーゲージ債：ブルームバーグ・バークレイズ米国総合・MBSインデックス（米ドルベース） 
米国国債：ブルームバーグ・バークレイズ米国総合・国債インデックス（米ドルベース） 
ハイブリッド証券：ICE BofAML・CoCo債・インデックス 
米国投資適格社債：ICE BofAML・米国投資適格社債・インデックス 
米国ハイイールド社債（BB-B格）：ICE BofAML・米国ハイイールド・BB-B・インデックス 

【指数の著作権等】 
 

※ ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バ
ンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）また
はブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。 

※  ICE Data Indices, LLC（「ICE Data」）、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、明示又は黙示のいずれかを問わず、インデックス、インデッ
クス・データ、及びそれらに含まれ、関連し、又は派生する一切のデータを含めて、商品性又は特定の目的若しくは使用への適合性の保証を含む一切の表
明及び保証を否認します。ICE Data、その関係会社又はそれらの第三者サプライヤーは、インデックス、インデックス・データ若しくはそれらの構成要素の適
切性、正確性、適時性又は完全性について、なんら損害賠償又は責任を負わず、インデックス、インデックス・データ及びそれらの全ての構成要素は、現状
有姿において提供されるものであり、自らの責任において使用いただくものです。ICE Data、その関係会社及びそれらの第三者サプライヤーは、アセットマネ
ジメントOne（株）又はその製品若しくはサービスを後援、推薦又は推奨するものではありません。 

※  JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セ
キュリティーズ・エルエルシーに帰属します。 
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各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、12～14ページをご確認ください。                                                                         

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号 
7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号 

 

ファンド通信 

購入申込期間 決算日 信託期間

2025年2月25日まで

(2015年2月25日設定)

2019年2月25日～ 2025年3月25日まで

2019年3月22日 (2015年3月25日設定)

2019年3月25日～ 2025年4月25日まで

2019年4月24日 (2015年4月27日設定)

2019年11月25日～ 2024年12月25日まで

2019年12月24日 (2014年12月25日設定) 

2019年12月25日～ 2025年1月27日まで

2020年1月24日 (2015年1月26日設定)

2025年8月25日まで

（2015年8月25日設定）

2019年4月25日～ 

2019年5月24日

2025年5月26日まで 

(2015年5月25日設定)

2019年5月27日～

2019年6月24日

2025年6月25日まで 

(2015年6月25日設定)

2019年6月25日～

2019年7月24日

2025年7月25日まで

 (2015年7月27日設定)

2019年8月26日～

2019年9月24日

2025年9月25日まで

（2015年9月25日設定）

10月号 毎年10月25日
2019年9月25日～ 

2019年10月24日

2024年10月25日まで

(2014年10月27日設定）

2019年10月25日～

2019年11月22日

2024年11月25日まで

（2014年11月25日設定）
11月号 毎年11月25日

1月号 毎年1月25日

毎年8月25日

7月号 毎年7月25日

9月号 毎年9月25日

2019年7月25日～

2019年8月23日

毎年12月25日

2月号

毎年2月25日

(休業日の場合は翌営業日、以

下同じです。)

2019年1月25日～ 

2019年2月22日

3月号 毎年3月25日

4月号 毎年4月25日

5月号 毎年5月25日

6月号 毎年6月25日

8月号

12月号

※上記に記載された購入申込期間は当資料作成時点の予定であり、今後変更される場合があります。2020年1月27日以降の各ファンド 
 の購入申込期間については、販売会社または委託会社（アセットマネジメントOne）へお問い合わせください。 
※アセットマネジメントOneは、各ファンドの募集について、購入申込期間の開始前に有価証券届出書を関東財務局に提出します。 

各ファンドの分配と決算日の基準価額について 
 
各ファンドは、決算日に分配前の基準価額（1万口当たりの基準価額。以下同じ。）が10,000円を超過している場合は、基準
価額が10,000円を下回らない範囲で分配を行います。ただし、分配前の基準価額が10,000円を下回っている場合は分配を行
いません。また、分配前の基準価額が10,000円を超過している場合であっても、超過額が少額である場合は、分配を行わな
いことがあります。 

3. 各ファンドは原則として、年1回、当月＊の25日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益の分配を行います。 

 ＊当資料において、各ファンドの名称に含まれる月を当月という場合があります。たとえば、｢新光ピムコ・ストラテ 
   ジック・インカム・ファンド 1月号｣の場合、1月が当月となります。 

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）などの全額
とします。 

分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合に
は、分配を行わないことがあります。 

※運用状況により分配金額は変動します。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証する
ものではありません。 

 

4. 各ファンドの購入のお申込み＊は、毎年、特定の期間に限定されます。 

 詳しくは下記の表をご確認ください。 

 ＊2019年1月25日～2020年1月24日における各ファンドの購入できる期間を表示しています。 

購入申込期間の最終日がニューヨーク証券取引所の休業日の場合には当該日の購入のお申込みの受付は行いません。 

各ファンドの購入価額は、決算日の基準価額になります。 

換金のお申込みは各ファンドの換金申込不可日（ニューヨーク証券取引所の休業日）を除き毎営業日可能です。 
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各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、12～14ページをご確認ください。                                                                         

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号 
7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号 

 

ファンド通信 

信用リスク 

公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債など
の価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、各ファンドの基準
価額が下落する可能性があります。また、各ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの
格付けが低い債券などにも実質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合より
も相対的に信用リスクは高くなる場合があります。 

金利変動リスク 

公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
公社債などの価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。各ファンドは、
実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定した金利変動が起
こらなかった場合などには、各ファンドの基準価額の上昇の抑制または下落の要因となります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合に
は、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性がありま
す。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。 

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、税制など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。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落す
る可能性があります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、
金融インフラが未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリス
クはより高くなる可能性があります。 

為替変動リスク 

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地
通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建
資産の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。なお、各ファ
ンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります
が、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替による収益の獲得を目指して、
限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合があります。また、為替ヘッジ
を行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。外貨よりも円の金利が低い
場合は、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

デリバティブ取引に 
関するリスク 

各ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取引の内
容によっては、価格変動の基礎となる資産（原資産）以上の値動きをすることがあるため、各
ファンドの基準価額が下落する場合があります。 

特定の投資信託 
証券に投資する 

リスク 

各ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファンドの運用成果
に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内
籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。 

ファンドの投資リスク 

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて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。 

 
 
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 

 
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が
あります。その場合、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。また、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。 

 
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合が
あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 

［収益分配金に関する留意事項］ 

※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。 

基準価額の変動要因 
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各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、12～14ページをご確認ください。                                                                         

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号 
7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号 

 

ファンド通信 

お申込みメモ 
※ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 

購入の申込期間 各ファンドにより毎年、特定の期間が設定されています。詳しくは11ページをご覧ください。 

購入単位 
販売会社が定める単位（当初元本1口＝１円） 
※「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコー

スのみのお取扱いとなります。購入単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。 

購入価額 各ファンドの決算日の基準価額（各ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）。詳しくは11ページをご覧ください。 

換金単位 販売会社が定める単位 

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 

購入・換金 
申込不可日 

ニューヨーク証券取引所の休業日に該当する日には、換金のお申込みの受付を行いません。また、購入の申込期間の最終日がニューヨーク
証券取引所の休業日の場合には当該日の購入のお申込みの受付を行いません。 

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。 

購入・換金申込受付の
中止および取消し 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお
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・換金のお申込みを取り消す場合があります。 

信託期間 各ファンドにより異なります。詳しくは11ページをご覧ください。 

繰上償還 
各ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドが償還した場合または商品の同一性が失われた場合には、受託会社と合意の上、信託契約
を解約し、当該信託を終了（繰上償還）させます。また、各ファンドの受益権口数が30億口を下回った場合等には、償還することがあります。 

決算日 各ファンドにより異なります。詳しくは11ページをご覧ください。 

収益分配 

年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 
「分配金受取コース」原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。 
「分配金再投資コース」税引後、自動的に無手数料で全額再投資されます。 
※分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 

課税関係 

各ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。 
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。 
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適

用対象です。 
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。 

お客さまにご負担いただく手数料等について 

下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。詳細については、投資信託説明書（交付目論見
書）をご覧ください。 

ご購入時 購入時手数料 

購入価額に、1.62％（税抜1.5％）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。 
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売
会社に支払われます。 
※くわしくは販売会社にお問い合わせください。 

ご換金時 
換金時手数料 ありません。 

信託財産留保額 ありません。 

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） 

 
 

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。 
※投資対象とするインカム・ファンドにおいては、有価証券などの売買手数料などがかかります。 
※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。 

ファンドの費用等 

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 
信託財産の運用指図等を行います。 

受託会社 みずほ信託銀行株式会社      信託財産の保管・管理業務等を行います。 

販売会社 
募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解
約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。 

委託会社その他関係法人の概要 

※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。  

支払先 
内訳 

（税抜） 
主な役務 

委託会社 年率0.95% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 

販売会社 年率0.60% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 

受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 

実質的な負担 

直接の投資運用会社報酬などはありません。 
※ただし、各ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬から、各ファンドの投資顧問会社であるピ 
   ムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社など 

   への報酬が支払われます。 

※委託会社の信託報酬には、インカム・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（ピムコジャパンリミ 
   テッド）に対する報酬（各ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.6%（税抜））が含まれます。 

投資対象とする 
外国投資信託 

各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.7064%（税抜1.58%） 

ファンド 

各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064%（税抜1.58%） 
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各ファンドのリスクや費用など、当資料のお取扱いについての注意点は、12～14ページをご確認ください。                                                                         

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号 
7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号 

 

ファンド通信 

販売会社（お申込み、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） 
 
○印は協会への加入を意味します。 

当資料のお取扱いについてのご注意  

 

 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料です。 

 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。 

 各ファンドは、実質的に債券（デリバティブを含む）等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為
替リスクもあります）等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。 

190123JS新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 

2019年1月30日現在 

●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。 

 ◆委託会社の照会先 ◆ 
 
  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/ 

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 

備考 

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 ○ ○ ○ ○ 

みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第34号 ○ ○ ○ 

株式会社十六銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号 ○ ○ 
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