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　設定来の基準価額の推移

米国短期ハイ・イールド債券オープン

追加型投信／海外／債券

　ポートフォリオ構成比率

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・
デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス（ヘッジなし）

94.5%

日本マネー・マザーファンド　 0.8%

短期金融商品・その他 4.7%

 基準価額 10,687 円

 純資産総額 66.2 億円
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純資産総額（右軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

※基準価額は1万口当たりです。

※分配金は1万口当たり、税引前です。

運用状況等によっては分配金額が変

わる場合、或いは分配金が支払われ

ない場合があります。

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末との比較です。

※設定来の騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※参考指数は、ICE BofA 1-3 Year BB US Cash Pay High Yield Index（円換算後）です。

参考指数の騰落率は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の

仲値）を乗じて岡三アセットマネジメントが算出しています。

※騰落率は小数点第3位を四捨五入しております。

※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的にご負担いただくことに

なりますので、作成基準日現在、純資産総額に年率1.873%程度を乗じて得た額となります。

※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

※グラフは過去の実績であり､将来の成果を示唆または保証するものではありません。

※構成比率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

　騰落率

1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来

分配金再投資基準価額 1.84% 1.16% 2.39% 12.99% 8.12% 40.16%

参考指数 1.77% 1.64% 3.11% 12.87% 15.16% 59.29%

2019/9/25 180 円

2020/3/25 180 円

2020/9/25 180 円

2021/3/25 180 円

2021/9/27 180 円

設定来合計 2,880 円

近5期の分配金（税引前）の推移

ICE BofA 1-3 Year BB US Cash Pay High Yield Indexは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社（「ICE Data」）及

び／又はその第三者サプライヤーの財産であり、岡三アセットマネジメント株式会社による使用のためにライセン

スされています。ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。

設定・運用は

お客様専用フリーダイヤル ： 0 1 2 0 - 0 4 8 - 2 1 4
当社ホームページアドレス ： https://www.okasan-am.jp

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/9）  552264
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　アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド
　の状況

米国短期ハイ・イールド債券オープン

追加型投信／海外／債券

※各比率は、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド

円建てシェア・クラス（ヘッジなし）のマスターファンドであるアリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・

ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンドの純資産総額に対する評価額の比率です。

※信用格付は主要な信用格付業者等の信用格付を基に記載しています。

※NRは無格付です。

※アリアンツ・グローバル・インベスターズのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。

※バンク・ローンの利率は変動する場合があるため、「―」で表示しております。

組入上位10銘柄

銘柄名 種別 セクター 利率(%) 償還日 信用格付 比率

Connect Finco SARL ハイ･イールド債 衛星通信 6.750 2026/10/1 B+ 3.0%

ＣＶＲエナジー ハイ･イールド債 石油精製＆販売 5.250 2025/2/15 B+ 2.9%

New Fortress Energy ハイ･イールド債 ガス輸送 6.750 2025/9/15 B+ 2.5%

アライアンス・データ・システムズ ハイ･イールド債 投資等金融サービス 4.750 2024/12/15 NR 2.4%

Global Aircraft Leasing ハイ･イールド債 消費者金融/リース 6.500 2024/9/15 B+ 2.4%

Millennium Escrow Corp ハイ･イールド債 不動産開発＆管理 6.625 2026/8/1 NR 2.3%

Artera Services LLC ハイ･イールド債 建設 9.033 2025/12/4 B- 2.2%

ＰＢＦホールディング（ＰＢＦファイナンス） ハイ･イールド債 石油精製＆販売 7.250 2025/6/15 CCC+ 2.1%

フォード・モーター ハイ･イールド債 自動車製造 8.500 2023/4/21 BB 2.0%

デル・インターナショナル ハイ･イールド債 ITハードウェア＆装置 7.125 2024/6/15 BB 2.0%

　組入上位5セクター 比率 　ポートフォリオの特性

消費者金融/リース 7.8% 平均 終利回り

ガス輸送 7.3% 平均直接利回り

石油精製＆販売 7.0% 平均クーポン

投資等金融サービス 6.1% 実効デュレーション

不動産開発＆管理 5.7% 平均格付

バンク・ローン平均格付

　格付別構成比率 比率 　資産別構成比率 銘柄数

A以上 0.0% ハイ・イールド債 107

BBB 2.2% バンク・ローン 4

BB 33.4% 短期金融商品・その他

B 47.1%

CCC以下 4.4%

その他 12.9%

合計 100.0%

比率

92.2%

5.2%

2.6%

5.4%

5.9%

6.1%

3.2年

B+

B+

※比率は、ポートフォリオの純資産総額に対する組入比率です。

※構成比率は小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100％にならない

場合があります。

※平均格付とは、投資対象ファンドが保有している有価証券などに係る信用格付

を加重平均したものであり、投資対象ファンドに係る信用格付ではありません。

※格付別構成比率の「その他」には、無格付のもの等が含まれます。

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（2/9）  552264



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2021年9月30日 現在

　ファンドマネージャーのコメント

　投資環境

　運用経過

　今後の運用方針

　　※運用経過及び今後の運用方針は、「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・
　　　 ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス（ヘッジなし）」の 運用会社であるアリアンツ・グローバル・インベスターズの
　　　 コメントを参考のうえ作成しております。

米国短期ハイ・イールド債券オープン

追加型投信／海外／債券

※ 今後の運用方針等は、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。また、市場環境等についての評価、
分析等は、将来の運用成果を保証するものではありません。

米国の短期ハイ・イールド債券市場は、弱含む展開が予想されます。デルタ株を中心とする新型コロナウイル

スの感染再拡大のため、サプライチェーンの正常化に想定よりも時間を要していることに加えて、各種経済指標

で市場予想を下回る結果が増加しており、景気の腰折れ懸念が高まっていることが市場の上値を抑えると想定し

ます。一方で、インフラ投資法案や予算決議案に注目が集まっており、政策に対する期待が市場を下支えすると

想定します。

為替市場については、 米連邦準備制度理事会（FRB）が金融緩和の縮小に前向きな姿勢であることは、ドルの

対円での上昇要因として考えられますが、中国経済の減速懸念や同国不動産セクターの先行き不透明感は根

強く、ドルの対円での上昇は抑制された状況が続くと想定します。

今後の運用方針といたしましては、政策に対する期待が、ハイ・イールド債券市場を下支えすると見込まれるこ

とや、ハイ・イールド債券のスプレッド水準は依然魅力的な水準となっており、中長期的な観点からトータルリター

ンがプラスになると予想されることから、組入比率を高位で維持する方針です。銘柄選別におきましては、外部

環境の変化に柔軟に対応できる銘柄を発掘し、それらに分散投資する方針です。

9月の米国の短期ハイ・イールド債券市場は、新型コロナウイルスの感染収束と経済再開による発行体企業の

信用力改善への期待が市場の支えとなった一方、中国の不動産会社の信用不安や、欧米の金融緩和縮小へ

の警戒感の高まりが市場の重石となり、月間ではほぼ変わらずとなりました。セクター別のパフォーマンスに関し

ては、劇場・エンタメ、エネルギー、保険がアウトパフォームした一方、輸送インフラ・サービス、金属・工業（鉄鋼

を除く）、印刷・出版がアンダーパフォームしました。

9月の為替市場は、ドルは対円で上昇しました。上旬から中旬は中国の不動産会社の信用不安が広がったこと

等を背景に、ドルは対円で一時的に下落する場面もみられましたが、方向感に乏しく一進一退の推移となりまし

た。しかし、下旬には米連邦公開市場委員会(FOMC）において11月会合での量的緩和の縮小（テーパリング）

開始を決定する姿勢が示されたことなどから、米金利が急上昇する展開となり、日本との内外金利差の拡大が意

識され、ドルは対円で上昇しました。

流動性や相場変動に留意しつつ、安定的なリターンの獲得を目指して運用を行いました。銘柄選別におきまし

ては、製鉄/鉄鋼製品や、ソフトウェア/サービス等の銘柄を新規購入した一方、医療施設、ケーブル＆衛星テレ

ビ等の銘柄のウェイトを減らしました。

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/9）  552264
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米国短期ハイ・イールド債券オープン

　ファンド情報

設　定　日 2013年9月17日

償　還　日 2023年9月25日

決　算　日 年2回、3月25日および9月25日（それぞれ休業日の場合は翌営業日）

　ファンドの特色（1）

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/9）  552264
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米国短期ハイ・イールド債券オープン

　ファンドの特色（2）

　投資リスク（1）

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（5/9）  552264
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米国短期ハイ・イールド債券オープン

　投資リスク（2）

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（6/9）  552264
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米国短期ハイ・イールド債券オープン

　お申込みメモ

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（7/9）  552264
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米国短期ハイ・イールド債券オープン

　ファンドの費用

　委託会社および関係法人の概況

委 託 会 社 岡三アセットマネジメント株式会社　 （ファンドの運用の指図を行います。）

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第370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 三菱UFJ信託銀行株式会社　 （ファンドの財産の保管及び管理を行います。）

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（8/9）  552264
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2021年9月30日 現在 米国短期ハイ・イールド債券オープン

　ご注意

・ 本資料は岡三アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。購入の申込みに当たっては、投資
信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、投資判断はお客様ご自身で行っ
ていただきますようお願いします。投資信託説明書（交付目論見書）の交付場所につきましては「販売会社
について」でご確認ください。

・ 本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆ある
いは保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質
的な投資成果を示すものではありません。

・ 本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動等に
より、方針通りの運用が行われない場合もあります。

・ 本資料は当社が信頼できると判断した情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するもの
ではありません。

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

（金融商品取引業者）

岡三証券株式会社 関東財務局長（金商）第53号 ○ ○ ○

岡三オンライン証券株式会社 関東財務局長（金商）第52号 ○ ○ ○

岡三にいがた証券株式会社 関東財務局長（金商）第169号 ○

今村証券株式会社 北陸財務局長（金商）第3号 ○

エース証券株式会社 近畿財務局長（金商）第6号 ○

auカブコム証券株式会社 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

香川証券株式会社 四国財務局長（金商）第3号 ○

寿証券株式会社 東海財務局長（金商）第7号 ○

三縁証券株式会社 東海財務局長（金商）第22号 ○

大山日ノ丸証券株式会社 中国財務局長（金商）第5号 ○

ひろぎん証券株式会社 中国財務局長（金商）第20号 ○

益茂証券株式会社 北陸財務局長（金商）第12号 ○ ○

松井証券株式会社 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

楽天証券株式会社 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

愛媛証券株式会社 四国財務局長（金商）第2号 ○

三晃証券株式会社 関東財務局長（金商）第72号 ○

（登録金融機関）

株式会社静岡銀行 東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

商号 登録番号

加入協会

（注） 販売会社によっては、現在、新規のお申込みを受け付けていない場合があります。

　販売会社について

受益権の募集の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）、投資信託説明書（請求目論見書）及び運用報告書の交付の
取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金及び解約金の支払事務等を行います。なお、販売
会社には取次証券会社が含まれる場合があります。

当レポートは9枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（9/9）  552264


