
販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月30日現在

　設定来の基準価額の推移

 資産成長型

PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（資産成長型）／（年2回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

愛称 世界のマイスター（資産成長型）／（年2回決算型）
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※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※当ファンドは、各資産の投資比率が変動するため、ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないことから、

特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

※基準価額は1万口当たりです。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.848％（税抜1.68％）の信託報酬控除後です。

※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。

※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。

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

 基準価額 9,041 円

 純資産総額 124.5 億円

　 近5期の分配金の推移

2021/09/10 0 円

2022/09/12 0 円

設定来合計 0 円

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

　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 ▲3.13% ▲2.72% ▲8.42% ▲13.23% 　　 － ▲9.59%

　ポートフォリオ構成比率

ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY) 98.8%

日本マネー・マザーファンド 0.2%

短期金融商品・その他 1.0%

　騰落率（参考指標）

1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来

世界株式 ▲8.22% ▲5.08% ▲18.18% ▲16.06% 　　 － 9.13%

世界債券 ▲4.46% ▲4.59% ▲10.11% ▲15.66% 　　 － ▲16.82%

　基準価額の変動要因

 前月末基準価額 9,333 円

 当月末基準価額 9,041 円

 前月末比 ▲292 円

株式 ▲112 円

債券 ▲96 円

商品等 0 円

通貨 ▲20 円

その他 ▲63 円

※基準価額の変動要因は、簡便法に

より試算した概算値であり、実際の

基準価額の変動を正確に説明する

ものではありません。

※参考指標は、世界株式がMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、現地通貨ベース）、

世界債券がFTSE世界BIG債券インデックス（円ヘッジベース）です。

世界株式は、為替ヘッジコスト（プレミアム）を控除しておりません。

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

参考指標の騰落率は、当該日前営業日の現地終値を基に算出しております。

※参考指標の騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。

※MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.

に帰属します。 またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※FTSE世界BIG債券インデックス（円ヘッジベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックス

です。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが

有しています。

当レポートは12枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（1/12）  553244/553245



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月30日現在

　設定来の基準価額の推移

 年2回決算型

PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（資産成長型）／（年2回決算型）
愛称 世界のマイスター（資産成長型）／（年2回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。

※当ファンドは、各資産の投資比率が変動するため、ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないことから、

特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

※基準価額は1万口当たりです。

※基準価額は1万口当たり、作成基準日現在、年率1.848％（税抜1.68％）の信託報酬控除後です。

※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。

※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。

※当ファンドの純資産総額に対する比率です。

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

※基準価額の変動要因は、簡便法に

より試算した概算値であり、実際の

基準価額の変動を正確に説明する

ものではありません。

※参考指標は、世界株式がMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、現地通貨ベース）、

世界債券がFTSE世界BIG債券インデックス（円ヘッジベース）です。

世界株式は、為替ヘッジコスト（プレミアム）を控除しておりません。

※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の月末および設定日との比較です。

参考指標の騰落率は、当該日前営業日の現地終値を基に算出しております。

※参考指標の騰落率は、Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが算出しております。

※MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.

に帰属します。 またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※FTSE世界BIG債券インデックス（円ヘッジベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックス

です。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが

有しています。
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純資産総額(右軸)

基準価額(左軸)

分配金再投資基準価額(左軸)

 基準価額 8,661 円

 純資産総額 54.7 億円

　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 ▲3.13% ▲2.73% ▲8.42% ▲13.23% 　　 － ▲9.63%

　基準価額の変動要因

 前月末基準価額 8,941 円

 当月末基準価額 8,661 円

 前月末比 ▲280 円

株式 ▲108 円

債券 ▲92 円

商品等 0 円

通貨 ▲20 円

その他 ▲60 円

　騰落率（参考指標）

1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来

世界株式 ▲8.22% ▲5.08% ▲18.18% ▲16.06% 　　 － 9.13%

世界債券 ▲4.46% ▲4.59% ▲10.11% ▲15.66% 　　 － ▲16.82%

　 近5期の分配金の推移

2021/03/10 190 円

2021/09/10 250 円

2022/03/10 0 円

2022/09/12 0 円

設定来合計 440 円

　ポートフォリオ構成比率

ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY) 98.8%

日本マネー・マザーファンド 0.2%

短期金融商品・その他 1.1%

当レポートは12枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（2/12）  553244/553245



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月30日現在

　ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)の状況（1）

＜資産別構成比率＞

＜資産別構成比率の推移（月次）＞

PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（資産成長型）／（年2回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

愛称 世界のマイスター（資産成長型）／（年2回決算型）

※当ファンドの主要な投資対象である「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)」の組入状況です。

※以下の各比率は、「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)」が保有する実質的な組入証券等から

算出 しています。
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（出所：ピムコジャパンリミテッド）

種別 比率

債券 102.7%
国債・政府機関債 68.8%
物価連動国債 －

政府系モーゲージ証券 －

非政府系モーゲージ証券 －

投資適格社債 27.3%
ハイ・イールド社債 5.1%
新興国債券 1.1%
地方債 0.4%
その他 －

株式 -2.7%
米国株式 4.4%
先進国株式（米国を除く） -14.0%
新興国株式 6.9%

商品等 －

金 －

合計 100.0%

※表示単位未満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。

※ロングポジションとショートポジションを合算したネットの比率を記載しています。

国債・政府

機関債
68.8%

投資適格社債
27.3%

ハイ・イールド社債
5.1%

新興国債券
1.1%

地方債
0.4%

米国株式
4.4%

先進国株式

（米国を除く）
-14.0%

新興国株式
6.9%

債券
102.7%

株式
-2.7%

当レポートは12枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（3/12）  553244/553245



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月30日現在

　ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)の状況（2）

＜国・地域別構成比率＞ ＜通貨別構成比率（主要5通貨、円ヘッジ後）＞

＜債券：格付別構成比率＞ ＜株式：業種別構成比率＞

＜組入上位10銘柄（短期国債を除く）＞

PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（資産成長型）／（年2回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

愛称 世界のマイスター（資産成長型）／（年2回決算型）

国・地域 比率 うち債券 うち株式

米国 71.0% 66.6% 4.4%

カナダ 22.6% 21.6% 0.9%

オーストラリア 13.1% 13.1% 0.1%

日本 11.8% 9.8% 2.0%

台湾 3.0% － 3.0%

中国 2.0% － 2.0%

韓国 2.0% － 2.0%

フィンランド 1.7% － 1.7%

イスラエル 1.1% 1.1% －

スイス 1.0% 0.7% 0.3%

その他 -29.2% -10.2% -19.0%

合計 100.0% 102.7% -2.7%

通貨 比率

日本円 100.7%
米ドル 8.1%
イギリスポンド -4.0%
台湾ドル -4.3%
ユーロ -8.9%
その他 8.3%

合計 100.0%

銘柄 種別 利率 償還日 債券種別/業種 国・地域 比率

1 FIRST SOLAR INC 株式 － － 情報技術 米国 1.6%
2 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 株式 － － ヘルスケア 米国 1.5%
3 HUMANA INC 株式 － － ヘルスケア 米国 1.1%
4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 株式 － － 情報技術 台湾 1.0%
5 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 株式 － － 情報技術 米国 0.9%
6 ELEVANCE HEALTH INC 株式 － － ヘルスケア 米国 0.9%
7 REGENERON PHARMACEUTICALS 株式 － － ヘルスケア 米国 0.9%
8 ENPHASE ENERGY INC 株式 － － 情報技術 米国 0.9%
9 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式 － － 情報技術 韓国 0.8%

10 NETAPP INC 株式 － － 情報技術 米国 0.7%

業種 比率

情報技術 18.7%
一般消費財・サービス 8.7%
資本財・サービス 6.8%
素材 5.1%
ヘルスケア 2.9%
その他 -44.9%

合計 -2.7%

格付 比率

AAA 76.2%
AA －

A 0.5%
BBB 20.9%
BB以下 5.1%

合計 102.7%

※国・地域は、Bloombergが判定したリスク所在国を基に表示しています。

※米国については、債券、株式以外に商品等が含まれるため、債券、株式の合計値とは一致しない場合があります。

※国・地域別構成比率および通貨別構成比率は、 表示単位未満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。

※ロングポジションとショートポジションを合算したネットの比率を記載しています。

※格付は、S&P社、ムーディーズ社、フィッチ社のものを原則とし、

S&P社の表記方法で表示しています。

格付会社により格付が異なる場合は も高いものを採用しています。

※以下の各比率は、「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)」が保有する実質的な組入証券等から

算出しています。

（出所：ピムコジャパンリミテッド）

当レポートは12枚組です。 終ページの「ご注意」を必ずご覧ください。（4/12）  553244/553245



販売用資料

＜月次運用レポート＞
2022年9月30日現在

　ファンドマネージャーのコメント

PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド（資産成長型）／（年2回決算型）
愛称 世界のマイスター（資産成長型）／（年2回決算型）

追加型投信／内外／資産複合

※ 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。

※「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー・ファンド・クラスJ (JPY)」の運用委託先のファンドマネージャーのコメントを基に

作成しています。

＜投資環境＞
9月のグローバル金融市場では、8月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回ったことに加え、米連邦公開市場委員会（FOMC）参加者

の政策金利見通しが引き上げられたことを受けて、企業収益が圧迫されるとの懸念などがマイナス要因になりました。欧州でも欧州中央銀行

（ECB）が大幅利上げを実施したことに加え、同高官が追加利上げを示唆したことがマイナス要因となり、主要株価指数は下落しました。通貨につ

いては、FOMCにおいて政策金利見通しが引き上げられたことなどから、米ドルが主要通貨に対して買われる展開となりました。商品等について

は、金融引き締めの加速を受け景気後退への懸念が高まったことから、原油価格は下落しました。金価格は、米ドルの上昇を受けて下落しまし

た。

債券市場については、8月の米CPIを受けてインフレがより広範かつ長期化する懸念が広がったことや、9月のFOMCにおいて0.75％の利上げ

が実施されたことに加え、今後の政策金利見通しも引き上げられたことから、米国金利は上昇しました。欧州では、8月のユーロ圏CPIが前年同月

比で過去最高の伸びを更新したことを受けて、ECBが0.75％の大幅利上げを決定し、今後も利上げを継続する方針を示したことから下落しまし

た。また、英政府の減税を含む経済対策の発表を受けて、財政悪化懸念から英国金利が大幅に上昇したことなども欧州金利の上昇につながりま

した。投資適格社債、ハイイールド社債といったクレジット資産は、国債利回りの上昇およびスプレッドの拡大がマイナスに影響したことから、価格

は下落しました。

＜運用経過＞
9月のパフォーマンスはマイナスとなりました。米欧の株価指数先物や欧州債先物の売り持ちなどがプラスに寄与したものの、米国を中心に金

利リスクを取っていたことや、「ハイ・クオリティ」株式テーマバスケットに含まれる半導体企業株への投資、「次世代産業2.0」株式テーマバスケット

に含まれる再生可能エネルギー企業群への投資がマイナスに影響し、ポートフォリオ全体ではマイナスのリターンとなりました。なお、資産成長

型、年2回決算型ともに、9月12日に決算を迎えましたが、収益分配は見送りと致しました。

＜今後の見通し＞
PIMCOでは、インフレ率の上昇や中央銀行による急速な金融引き締めに加え、ロシアによるウクライナ侵攻といった地政学リスクの高まりを受け

て、今後2年間で先進国を中心に景気後退に陥る可能性が高まったとみています。景気後退に陥った場合には、2008年の金融危機や2020年の

新型コロナショックほど深刻なものにはならないとみています。一方、過去のショック時と比較して既に政府債務や中央銀行のバランスシートが肥

大化していることから金融・財政政策による景気へのサポート余地は限定的であり、迅速な政策対応は期待できないものと考えています。結果と

して、景気後退の期間は長期化し、その後の回復にも相応の時間を要するとみています。

当ファンドにおいては、インフレの長期化を受けて主要中央銀行が一段の金融引き締めに動いていることを背景に、景気後退のリスクが高まっ

ているとみていることから、株式市場全体のリスク取得については非常に慎重な姿勢としています。不透明な状況が続く環境においては、ポート

フォリオにおける分散や機動性をより高めることが重要になると考えており、特にリスク資産については一方向への値動きではなく、資産間での相

対価値の分析に注力する必要があるとみています。このような環境下では、引き続きテーマや銘柄の選択を重視した投資が重要になる一方、前

述の通り金融市場を取り巻く不確実性が高まっていることから、株式投資比率については、9月末時点では当ファンドの設定来で最も低い水準と

しています。債券部分については、国債など安全性の高い債券を中心に投資をしています。債券投資にかかる金利リスクについては、足元の利

回り水準は景気後退に対する備えとして魅力的であると考えているものの、欧州におけるインフレや賃金上昇にかかる不透明感が高まっているこ

とから、同地域の金利リスクの売り持ちを増やし、8月末対比で全体の金利リスク量は減少しています。ただし、リスク対比での利回りが上昇してい

ることから、業種や銘柄の選別をしっかりとした上で高格付のクレジットにも投資をするなど、守りを重視しながらも中長期的な収益機会を狙うポー

トフォリオとしています。

株式戦略については、テーマ株式バスケットへの投資や、株価指数先物の売り建てなどを活用することで、ネットでの株式組入比率はマイナス

としています。買い持ち部分では長期的な成長分野への投資を継続しています。今後数年間の変革の時代において、経済の不確実性やボラ

ティリティが高まり地域・業種間の格差が拡大していくことが想定される中でも、産業・経済構造の変化を捉え、持続的な成長が期待される企業群

を中心に投資を行っています。具体的には、「グリーン＆デジタル」を柱とし、個別の株式投資テーマとしては再生可能エネルギーや電気自動車

のエコシステムなどに注目する「次世代産業2.0」や、技術革新と活用の更なる加速が追い風となる半導体や、キャッシュフロー創出力が高い銘柄

を含む「ハイ・クオリティ」を投資テーマの中核としています。その他、世界のGDPの75％以上が炭素排出ゼロを宣言する中で注目される「脱炭

素・持続可能性」といったテーマも有望とみています。売り持ち部分については、先進国の株価指数先物の売り建てに加え、足元の景気後退リス

クの高まりを背景に景気変動による影響を受けやすい海運セクターについて戦術的に売り持ちとしています。また、エネルギー供給にかかる問題

の長期化を受け、製造過程において大量の天然ガスを消費する欧州の化学セクターについては供給制約に伴う操業停止やコスト増による利益

減少の可能性から、同様に売り持ちとしています。

通貨戦略については、日本円への100％ヘッジを基本としながら、通貨の見通しを一部ポートフォリオに反映させています。今後の継続的な利

上げが見込まれる米ドルやノルウェークローネなどに対し積極姿勢とする一方、資源を純輸入している台湾ドルや、2023年にはマイナス成長に

陥るとみているユーロを消極姿勢としています。

引き続き、下値を抑制しつつ中長期で着実に収益を積み上げることを目標として、PIMCOの実績あるマクロ経済見通しに基づくダイナミックなア

ロケーション調整により、「中長期で負けない運用」を目指します。
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　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。）

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。）

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
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　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 ○ ○ ○ ○

三縁証券株式会社 東海財務局長（金商）第22号 ○

株式会社証券ジャパン 関東財務局長（金商）第170号 ○

東洋証券株式会社 関東財務局長（金商）第121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 ○

商号 登録番号

加入協会

　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。
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