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＜月次運用レポート＞
2022年11月30日 現在

　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）

96.7%

日本マネー・マザーファンド　 0.5%

短期金融商品・その他 2.8%

 基準価額 12,034 円

 純資産総額 237.9 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 ▲ 5.45% ▲ 0.27% 6.87% 15.22% 28.36% 62.72%

参考指数 ▲ 5.88% 1.07% 8.18% 19.04% 34.26% 92.20%

2020/9/25 180 円

2021/3/25 180 円

2021/9/27 180 円

2022/3/25 180 円

2022/9/26 180 円

設定来合計 3,240 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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＜月次運用レポート＞
2022年11月30日 現在

　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。

※ヴォヤ・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+ 3.4%

スピリット・エアロシステムズ ハイ･イールド債 航空宇宙/防衛 7.500 2025/4/15 B- 3.2%

New Fortress Energy ハイ･イールド債 ガス輸送 6.750 2025/9/15 B+ 3.2%

Wynn Resorts Finance ハイ･イールド債 娯楽 7.750 2025/4/15 B 2.7%

ウーバー・テクノロジーズ ハイ･イールド債 サポート・サービス 8.000 2026/11/1 B 2.6%

DISH DBS ハイ･イールド債 ケーブル＆衛星テレビ 5.250 2026/12/1 BB- 2.6%

フォートレス・トランスポーテーション・インフラ ハイ･イールド債 消費者金融/リース 6.500 2025/10/1 BB 2.5%

ビスタジェット・マルタ・ファイナンス ハイ･イールド債 航空輸送 7.875 2027/5/1 CCC+ 2.3%

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 B+ 2.3%

ＣＶＲエナジー ハイ･イールド債 石油精製＆販売 5.250 2025/2/15 B+ 2.2%

　組入上位5セクター 比率 　ポートフォリオの特性

サポート・サービス 10.4% 平均 終利回り

消費者金融/リース 9.2% 平均直接利回り

石油精製＆販売 6.5% 平均クーポン

投資等金融サービス 5.5% 実効デュレーション

ガス輸送 4.9% 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 1.2% ハイ・イールド債 95

BBB 5.1% バンク・ローン 3

BB 17.4% 短期金融商品・その他

B 60.4%

CCC以下 6.9%

その他 9.1%

合計 100.0%

比率

91.2%

4.1%

4.6%

9.1%

6.7%

6.2%

2.7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
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＜月次運用レポート＞
2022年11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）」の運用会社であるヴォヤ・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。

世界的な景気減速懸念、企業収益の勢い鈍化、各国中央銀行の金融引き締め、債券市場における長短金利の逆転、

金利やインフレ率上昇等の懸念材料が増加する中、米国ハイ・イールド市場の先行きは引き続き不透明です。FRBの金

融政策については、早ければ12月のFOMCで利上げペースが減速する可能性があります。インフレ率は今後1年間で急

低下すると予想しています。ピークアウトした後、市場の関心はインフレ率の低下スピードとその 終着地点に向かうと考

えられます。

企業収益の動きは、価格決定力の回復、需要の正常化、ドル高の先行き、在庫処分のスピードに大きく左右されると考

えています。売上成長の鈍化を受けて収益予測がさらに低下する可能性も否定できません。

今年に入って新規発行が低迷していることはハイ・イールド債券市場の需給を改善させる要因になります。企業の信用

力やファンダメンタルズは健全で、目先の債務借換えも低水準です。企業の債務削減も着実に進んでいます。ハイ・ イー

ルド市場は額面に対して大幅なディスカウントで取引されており、リスクとのバランスにおいて魅力的なトータルリターンを

提供しています。デュレーションの長い債券は金利上昇の悪影響を大きく受ける一方、当ファンドが投資対象とする短期

債券はクーポンが大きいことからも、その影響は相対的に抑えられると思われます。

12月のドル/円相場では円高ドル安を想定しています。13～14日（現地時間）に開催されるFOMCでは今後の利上げ

ペースに加え、利上げ停止の条件なども議論されるとみています。FRBの利上げペース減速に対する見方が強まってい

ることなどから、これまでのドル高基調の調整局面が続くと予想します。一方、日米金利差や日本の貿易赤字が依然高水

準なことから、ドル高の調整一巡後はドル/円の下落圧力が和らぐと予想します。

今後もクレジットリスクやデュレーション（金利上昇）リスクを抑制し、クレジット調査と銘柄選択、流動性を鍵とした運用を

行います。

11月の米国ハイ・イールド市場は続伸しました。10月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことや、11月の

米連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨において、将来的にタカ派スタンスが弱まる可能性が示唆されたことを背景

に、リスク性資産にとってはポジティブな展開となりました。また、月末のパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の講

演の内容は、このスタンスを裏付けるものとなりました。そのため、利上げの終着点が2023年に想定より高くなること、ドル

高、国債利回りの上昇、株式市場のボラティリティといったテールリスクが緩和される可能性があります。さらに、個人消費

と雇用環境は引き続き底堅く推移しており、企業の第3四半期決算も懸念されていたよりも良好なものとなりました。これら

を背景に、投資家は米国クレジットに対してポジティブな姿勢をみせました。

ドル/円相場は、上旬は10月の政府・日銀による大規模な為替介入の影響もあり、円高への警戒感が高まったことから

緩やかに下落して始まりました。その後、10月の米CPIが予想を下回る結果となったことを受け、ドル/円は急落する展開

となりました。中旬以降、FRBの高官らによる金融引き締めに前向きな発言などを背景に、ドル/円は上昇する場面もみら

れました。しかし、月末にかけては、月初に行われたFOMCの議事要旨において、利上げペース減速の可能性が示唆さ

れたことを受け、米債券利回りの低下に伴い、ドル/円は再度下落する展開となりました。

引き続き顧客資産の保全、低ボラティリティ、一貫したインカムゲインを実現するため、クレジット調査、銘柄選択、流動

性を鍵とした運用を行いました。銘柄選別においては、ケーブル&衛星テレビ、消費者金融/リースセクターで新規組み入

れを行い、ガス輸送、不動産開発&管理、REITセクターで売却を行いました。

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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2022年11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 ○

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 ○ ○

マネックス証券株式会社 関東財務局長（金商）第165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 ○

ＪＩＡ証券株式会社 関東財務局長（金商）第2444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 ○ ○

株式会社新生銀行(委託金融商品取引業者：
マネックス証券株式会社)

関東財務局長（登金）第10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。

※岡三証券株式会社は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会にも加入しております。

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


