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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド
＜限定為替ヘッジあり＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）
＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）

設定来の運用状況について

平素より、「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／（年2回決算型）、
＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）／（年2回決算型）」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
本資料では設定来の運用状況についてご説明いたします。
今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

Fund Report ／ファンドレポート

追加型投信／内外／債券

ファンド情報提供資料
データ基準日：2018年2月16日

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。

・本資料内ではピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／（年2回決算型）、ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド
＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）／（年2回決算型）について、正式名称ではなく略称または総称で記載する場合があります。詳しくはＰ12をご覧ください。
また、「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」を「インカム戦略」と省略して記載する場合があります。

※本資料は、運用委託先であるピムコジャパンリミテッドの資料を基に作成しております。

ファンドの基準価額・純資産総額等（2017年10月2日（設定日）～2018年2月16日）

・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後のものです。・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして
計算しています。・基準価額および分配金は1万口当たりです。・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合
があります。・年2回決算型の各ファンドについては、分配金実績はありません。

＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型） ＜限定為替ヘッジあり＞（年2回決算型）

＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） ＜為替ヘッジなし＞（年2回決算型）

1/12

設定来累計分配金（税引前）：30円

設定来累計分配金（税引前）：40円

（年/月/日） （年/月/日）

（年/月/日） （年/月/日）

基準価額 9,837円

純資産総額 42.5億円

2018年

2月16日現在

基準価額 9,868円

純資産総額 199.07億円

2018年

2月16日現在

基準価額 9,336円

純資産総額 60.63億円

2018年

2月16日現在

基準価額 9,374円

純資産総額 280.84億円

2018年

2月16日現在

※「本資料のご利用にあたってのご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド ＜限定為替ヘッジあり＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）
＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）

（期間：2017年10月2日～2018年2月16日）
（％）

当ファンド設定来の「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」のパフォーマンス

当ファンドは主として円建外国投資信託への投資を通じて、「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」を活⽤した運⽤を⾏います。
当ファンド設定日（2017年10月2日）以降の「インカム戦略」の運用状況は、「守りの資産」の配分を高位に維持した
ことでおおむね横ばいとなりました。この期間（2017年10月2日～2018年1月31日）の主な投資行動は以下のとおり
です。

1. 「守りの資産」の投資比率を高位に維持

リスク資産全般に対する高値警戒感から米国国債を中心に米政府関連債券など「守りの資産」の配分を高位に維
持しました。

2. ポートフォリオ全体の金利リスクを抑制、5％前後の利回りを維持

「守りの資産」である米政府関連債券は短中期債を中心に組み入れ金利リスクを抑制しました。その結果、ポート
フォリオ全体のデュレーションを2.4年(2018年1月末時点）と抑えることで、金利上昇リスクに備えました。 終利回
りは4.96％（2018年1月末時点）となりました。

3. 投資タイミングを捉えた先行投資

トルコはインフレ率の高止まりや政治リスクを抱える一方、同国の中央銀行は利上げなどを通じてインフレ抑制に対
する姿勢を堅持しています。「インカム戦略」では、割安感が強いトルコリラの底打ちおよび回復を想定し、同通貨
のポジションを徐々に積み増しました。

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。

当ファンド設定来の
「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」のセクター配分

当ファンド設定来の「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」および
他資産のパフォーマンス（米ドルベース、費用控除前）

（出所）ピムコ、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、ＢｏｆＡメリルリンチの
データを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・コメントは作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
・デュレーションは、債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します。

（期間：2017年10月末～2018年1月末）
（％）

（出所）ピムコのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

■運用状況（2017年10月2日～2018年1月31日）について

2017年10月以降の「インカム戦略」のパフォーマンスは、米国で緩やかに金利が上昇したほか、11月には米国ハ
イイールド債券などで利益確定に伴う売りがみられたなかでも、底堅いものとなりました。金利上昇に伴い米政府関
連債券がマイナス要因となった一方、オーストラリア国債（先進国債券（除く米国））や米非政府系モーゲージ証券
などがプラスに寄与しました。12月以降はデュレーションを抑制していたものの、金利上昇のペースが急激であった
ことから、金利上昇の影響を一定程度受けるかたちとなりました。一方で、新興国債券や通貨への投資ポジション
からはプラス・リターンを積み上げることで、金利上昇の影響による下落幅を補う結果となっています。

・上記は当ファンドが実質的に投資しているピムコ バミューダ インカム ファンド（Ｍ）の実績（米ドルベース、費用控除前）を使用しています。
・他資産のパフォーマンスは、インカム戦略と他資産の値動きの違いをお示しすることを目的として掲載しています。・計測期間が異なる場合は結果も異なる
点にご注意ください。・上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。

・ 「攻めの資産」、「守りの資産」については、2018年1月末時点で分類したものであり、過去・将来において必ずしも同様の分類になるとは限りません。
・ （右図）比率は実質組入債券等評価額に対する割合です。・ （右図）各セクターにおける分類はピムコによる分類です。

※「本資料のご利用にあたってのご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。 2/12

（年/月）
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・「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」、他資産のパフォーマンスは
2017年10月2日＝100として指数化

米国10年国債利回り（右軸）
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（％）

米国ハイイールド債券

119.9（左軸）

米国国債

102.0（左軸）

米国投資適格社債

109.3（左軸）

新興国債券

120.3（左軸）

ＰＩＭＣＯ インカム戦略

120.7（左軸）

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド ＜限定為替ヘッジあり＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）
＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）

（出所）ピムコ、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、ＢｏｆＡメリルリンチの
データを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

（期間：2014年12月31日～2018年2月16日）

2015年以降の「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」および他資産のパフォーマンス（米ドルベース、費用控除前）

（％）

【ご参考】過去約3年間の「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」と他資産のパフォーマンス

2015年以降、「インカム戦略」は下落リスクを抑制しつつ、米大統領選前後の金利上昇局面を含め着実なパフォー
マンスを挙げてきました。
2017年は年初より8月にかけて金利が低下、その後は上昇に転じ、1年を通じては米国10年国債利回りは若干の

低下となりました。こうした環境下、「インカム戦略」の2017年の年間騰落率（+8.0％）は、2016年（+9.2％）に引き続
き安定した水準となりました。なお、他資産と比較すると、新興国債券（+10.3％）を下回ったものの、高格付けの米国
国債（+2.3％）や低格付けの米国ハイイールド社債（+7.5％）を上回りました。

2015年以降の「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」の
セクター配分の推移

2015年以降の「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」および
他資産の年別騰落率（米ドルベース、費用控除前）

（出所）ピムコ、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、ＢｏｆＡメリルリンチのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・コメントは作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

（年/月）

（期間：2014年12月末～2018年1月末）（％）

（出所）ピムコのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

※「本資料のご利用にあたってのご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。 3/12

攻めの資産

守りの資産

・上記は当ファンドが実質的に投資しているピムコ バミューダ インカム ファンド（Ｍ）の実績（米ドルベース、費用控除前）を使用しています。
・他資産のパフォーマンスは、インカム戦略と他資産の値動きの違いをお示しすることを目的として掲載しています。・計測期間が異なる場合は結果も異なる
点にご注意ください。・上記は指数を使用しています。指数については【本資料で使用している指数について】をご覧ください。

・ 「攻めの資産」、「守りの資産」については、2018年1月末時点で分類したものであり、過去・将来において必ずしも同様の分類になるとは限りません。
・ （右図）比率は実質組入債券等評価額に対する割合です。・ （右図）各セクターにおける分類はピムコによる分類です。
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・「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」、他資産のパフォーマンスは
2014年12月31日＝100として指数化
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200円
利子収入（インカムゲイン）

債券売買損益（キャピタルゲイン）等

米ドル売り円買いの為替取引によるコスト

信託報酬

基準価額（分配金込み）

設定～

10月末

10月末～

11月末

11月末～

12月末

12月末～

1月末
設定来

利子収入（インカムゲイン） 40円 38円 36円 38円 153円

債券売買損益（キャピタルゲイン）等 -12円 -16円 -35円 -63円 -125円

米ドル売り円買いの為替取引によるコスト -10円 -11円 -12円 -13円 -47円

信託報酬 -14円 -15円 -15円 -15円 -60円

基準価額（分配金込み） 4円 -4円 -26円 -53円 -79円

設定～

10月末

10月末～

11月末

11月末～

12月末

12月末～

1月末
設定来

利子収入（インカムゲイン） 40円 38円 36円 38円 153円

債券売買損益（キャピタルゲイン）等 -13円 -16円 -36円 -62円 -126円

米ドル売り円買いの為替取引によるコスト -10円 -11円 -12円 -13円 -47円

信託報酬 -14円 -15円 -15円 -15円 -60円

基準価額（分配金込み） 3円 -4円 -27円 -52円 -80円

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド ＜限定為替ヘッジあり＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）
＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）

インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞の運用状況

設定来（2017年10月2日～2018年1月31日）においてインカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞の
基準価額（分配金込み）は（毎月決算型）が80円、（年2回決算型）が79円それぞれ下落しました。
同期間において、米国金利が概ね上昇したことにより、米政府関連債券等が下落したことが基準価額の主なマイ

ナス要因となりました。一方で、豪州の金利低下によるオーストラリア国債の価格上昇はプラスに寄与しました。また、
堅調な米住宅市場を背景に上昇した米非政府系モーゲージ証券や、米国の税制改革法案成立を受けて株式市
況が上昇したことなどにより、ハイイールド債券などが上昇したことはプラスに寄与しました。
利子収入（インカムゲイン）と債券売買損益（キャピタルゲイン）等のトータルのプラスよりも、為替取引によるコスト

および信託報酬の負担の方が大きかったため、設定来では基準価額（分配金込み）は下落となりました。

・コメントは作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

（期間：2017年10月2日（設定日）～2018年1月31日）

各ファンドの基準価額の変動要因分析（概算値）

＜限定為替ヘッジあり＞（年2回決算型）

・米ドル売り円買いの為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）は、「円の短期金利（円1ヵ月ＬＩＢＯＲ）－米ドルの短期金利（米ドル1ヵ月ＬＩＢＯＲ）」相当とし
て簡便的に算出したものであり、実際の値とは異なります。・債券売買損益（キャピタルゲイン）等は、基準価額（分配金込み）の変動幅から利子収入（インカム
ゲイン）、米ドル売り円買いの為替取引によるコスト、信託報酬を差し引いて算出しています。・四捨五入のため全体計（基準価額（分配金込み）の変動幅）と
内訳の合計が相違することがあります。

上図の変動要因分析は、組入債券の値動き等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その正確性、完全性を
保証するものではありません。

※「本資料のご利用にあたってのご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。 4/12
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債券売買損益（キャピタルゲイン）等

米ドル売り円買いの為替取引によるコスト

信託報酬

基準価額（分配金込み）

基準価額（分配金込み） 9,921円

2018年1月31日現在

基準価額（分配金込み） 9,920円

2018年1月31日現在
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基準価額（分配金込み）

設定～

10月末

10月末～

11月末

11月末～

12月末

12月末～

1月末
設定来

利子収入（インカムゲイン） 40円 38円 36円 38円 153円

債券売買損益（キャピタルゲイン）等 -9円 -15円 -27円 -60円 -111円

為替損益 46円 -117円 85円 -357円 -343円

信託報酬 -14円 -15円 -15円 -15円 -60円

基準価額（分配金込み） 63円 -109円 79円 -394円 -361円

設定～

10月末

10月末～

11月末

11月末～

12月末

12月末～

1月末
設定来

利子収入（インカムゲイン） 40円 38円 36円 38円 153円

債券売買損益（キャピタルゲイン）等 -9円 -15円 -28円 -58円 -110円

為替損益 46円 -117円 85円 -356円 -342円

信託報酬 -14円 -15円 -15円 -15円 -60円

基準価額（分配金込み） 63円 -109円 78円 -391円 -359円

■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。

Fund Report ／ファンドレポート

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド ＜限定為替ヘッジあり＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）
＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）

＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

＜為替ヘッジなし＞（年2回決算型）

・為替損益は、米ドルの円に対する為替評価損益の概算値です。・債券売買損益（キャピタルゲイン）等は、基準価額（分配金込み）の変動幅から利子収入
（インカムゲイン）、為替損益、信託報酬を差し引いて算出しています。・四捨五入のため全体計（基準価額（分配金込み）の変動幅）と内訳の合計が相違す
ることがあります。・当ファンドは、為替ヘッジを行わないため為替ヘッジによるプレミアム（金利差相当分の収益）／コスト（金利差相当分の費用）は発生しま
せん。

上図の変動要因分析は、組入債券の値動き、為替変動等が基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算値であり、その正確性、
完全性を保証するものではありません。

※「本資料のご利用にあたってのご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。 5/12

インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞の運用状況

設定来（2017年10月2日～2018年1月31日）においてインカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞の
基準価額（分配金込み）は（毎月決算型）が359円、（年2回決算型）が361円それぞれ下落しました。
同期間において、米国金利が概ね上昇したことにより、米政府関連債券等が下落したことが基準価額の主なマイ

ナス要因となりました。一方で、豪州の金利低下によるオーストラリア国債の価格上昇はプラスに寄与しました。また、
堅調な米住宅市場を背景に上昇した米非政府系モーゲージ証券や、米国の税制改革法案成立を受けて株式市
況が上昇したことなどにより、ハイイールド債券などが上昇したことはプラスに寄与しました。
利子収入（インカムゲイン）と債券売買損益（キャピタルゲイン）等のトータルのプラスよりも、為替取引によるコスト

および信託報酬の負担の方が大きかったため、設定来では基準価額（分配金込み）は下落となりました。

・コメントは作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

（期間：2017年10月2日（設定日）～2018年1月31日）

各ファンドの基準価額の変動要因分析（概算値）
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基準価額（分配金込み）

基準価額（分配金込み） 9,639円

2018年1月31日現在

基準価額（分配金込み） 9,641円

2018年1月31日現在



米国では2018年に入り、インフレ期待の高まりや、政策金利の利上げペースの加速が織り込まれる局面では米国
10年国債の利回りが上昇しており、今後もＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の金融政策の動向などによって大きく上
昇する場面も想定されます。

一方、前回（2004～2006年）の政策金利の利上げ局面の動向で見られたように、景気サイクルの終盤ではＦＯＭ
Ｃ（米連邦公開市場委員会）メンバーの想定する政策金利の利上げの着地点を示す中立金利を、米国10年国債
利回りの上限の目安として想定することも可能と考えます。足下の状況では、ＦＯＭＣが政策金利の利上げの着地点
（中立金利）を現在の水準（約3％）から大幅に引き上げることは想定し難いため、米国10年国債利回りが3％を超
えて上昇し続ける可能性は当面は低いと考えます。

また、2017年末に成立した米国の税制改革（財政刺激策）は2018年の経済成長を押し上げると予想されますが、
この財政政策は景気サイクルではなく政治サイクル（2018年秋の中間選挙）に基づくものです。さらに、景気刺激を
必要としない足下のような好況時に減税を行うことは、今後後退局面に入った際に財政政策の余地を狭めるため、
将来のダウンサイドリスク（下振れリスク）を高めていると考えます。

0

1

2

3
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7

1998年1月 2008年1月 2018年1月

ＦＯＭＣ金利目標 市場予想

（％）
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■上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・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。
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ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド ＜限定為替ヘッジあり＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）
＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）

・コメントは作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

今後の市場見通しと運用方針➀：景気は緩やかに回復も、相場動向には慎重な見方を維持

今後の市場見通し②：金利上昇が見込まれる一方、上昇幅は限定的になると予想

ＰＩＭＣＯでは、2018年の世界経済は緩やかな成長が持続、米国やユーロ圏では2％前後の安定成長が続き、新

興国では成長が底打ちからやや加速に向かうものと予測しています。

一方、これまでの長期にわたる日米欧における金融緩和や米大統領選後の株式相場の上昇基調を通じ、米国

株式や社債を中心としたリスク資産は割高感があるとみています。

米国では良好な景気を背景に、2018年には金融引き締めが本格化する見通しです。バランスシート削減に加え

3回の利上げが見込まれており、日欧でも徐々に金融緩和の縮小に向けた動きが始まるものとみています。

こうした状況下、「ＰＩＭＣＯ インカム戦略」においては、ポートフォリオの金利リスクを機動的に調整します。また、

「守りの資産」の配分を高位に維持することで、価格変動性が高まる局面において下落幅を抑制し、下落により投

資妙味の高まる債券への先行投資の機会を追求します。

米国政策金利の推移

（期間：1998年1月末～2021年1月末）

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇのデータを基に三菱ＵＦＪ国際投信作成

・コメントおよび運用方針は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により予告なく変更されることがあります。

※「本資料のご利用にあたってのご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。 6/12

・2018年1月末までは実績値。それ以降は、2019年1月末、2020年1月末、2021年1月末の予想値。



収益分配金に関する留意事項

　　　　　※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

購入時手数料に関する留意事項

　　　　　分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな

            　　　　　             かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

　　　　　 収 益 調 整 金  ：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするため

            　　　　　             に設けられた勘定です。

普    通    分    配    金    ：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

（注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

●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。

●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。

分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益

調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、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。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。

お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定、口数指定どちらかのみのお取扱いになる場

合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

［金額を指定して購入する場合］ ［口数を指定して購入する場合］

購入金額に購入時手数料を加えた額が指定金額となるよう購入口数

を計算します。例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、

100万円の中から購入時手数料（税込）をご負担いただきますので、
100万円全額が当該ファンドの購入金額となるものではありません。

例えば、基準価額10,000円（1万口当たり）の時に100万口ご購入いた

だく場合、購入時手数料＝（10,000円÷1万口）×100万口×手数料率

（税込）となり、100万円と購入時手数料の合計額をお支払いいただくこ
とになります。

10 ,550円
期中収益

(①+ ②)50円

*50円 10 ,450円
*500円
(③+ ④) *450円

(③+④)

前期決算日 当期決算日 当期決算日
分配前 分配後

*分配対象額 *50円を *分配対象額

  500円  取崩し   450円

10 ,500円
　分配金100円

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

投資信託から分配金が支払われるイメージ

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

*500円
(③+④)

前期決算日

*分配対象額

  500円

10 ,500円
10 ,400円

配当等収益
①　20円

*80円 10 ,300円

*420円
(③+④)

当期決算日 当期決算日
分配前 分配後

*80円を *分配対象額

 取崩し   420円

　分配金100円

※元本払戻金(特別分配金)は

実質的に元本の一部払戻し

とみなされ､その金額だけ個

別元本が減少します。

また､元本払戻金(特別分配

金)部分は非課税扱いとなり

ます。

元本払戻金
(特別分配金)

投資者の
購入価額

(当初個別元本) 基準価額

個別元本

分配金

支払後

普通分配金

元本払戻金
(特別分配金)

基準価額

個別元本

分配金

支払後

投資者の
購入価額

(当初個別元本)

投資信託の純資産

分配金
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分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により
変更する場合があります。）
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※「本資料のご利用にあたってのご注意事項等」の内容を必ずご覧ください。

Fund Report ／ファンドレポート

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド ＜限定為替ヘッジあり＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）
＜為替ヘッジなし＞ （毎月決算型）／（年2回決算型）

販売会社情報一覧表

＜ファンドの名称＞
本資料内ではピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／（年2回決算型）、ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替
ヘッジなし＞（毎月決算型）／（年2回決算型）の4本のファンドを総称して「当ファンド」、各々を「各ファンド」ということがあります。
また、ファンドの名称について、正式名称ではなく略称または総称で記載する場合があります。

正式名称 略称 総称

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型） ＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型） インカム・ストラテジー・ファンド
＜限定為替ヘッジあり＞ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（年2回決算型） ＜限定為替ヘッジあり＞（年2回決算型）

ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） インカム・ストラテジー・ファンド
＜為替ヘッジなし＞ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年2回決算型） ＜為替ヘッジなし＞（年2回決算型）

■米国国債：ブルームバーグ・バークレイズ米国国債インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ米国国債インデックスとは、ブルームバーグが算出する米国の国債の値動きを表す指数です。

■米国投資適格社債：ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックス
ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックスとは、ブルームバーグが算出する米ドル建ての投資適格社債の値動きを表す指数です。

ブルームバーグ（ＢＬＯＯＭＢＥＲＧ）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｌ.Ｐ.）の商標およびサービスマークです。バークレイ
ズ（ＢＡＲＣＬＡＹＳ）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（Ｂａｒｃｌａｙｓ Ｂａｎｋ Ｐｌｃ）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（ＢＬＯＯＭＢＥＲＧ ＢＡＲＣＬＡＹＳ ＩＮＤＩＣＥＳ）に対する一切の独占的権利を有しています。

■新興国債券：ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド
ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している米ドル建ての新興国国債および
国債に準じる債券のパフォーマンスを表す指数で、指数構成国の債券発行残高に応じて構成比率を調整した指数です。同指数の情報は信頼性があると
信じるに足る情報源から得られたものですが、Ｊ.Ｐ.モルガンはその完全性または正確性を保証するものではありません。同指数は使用許諾を得て使用して
います。Ｊ.Ｐ.モルガンによる書面による事前の承諾なく同指数を複写、使用、頒布することは禁じられています。Copyright ⓒ 2017 J.P. Morgan Chase &
Co. 無断複写・転載を禁じます。

■米国ハイイールド債券：ＢｏｆＡメリルリンチ米国ハイイールドインデックス
ＢｏｆＡメリルリンチ米国ハイイールドインデックスとは、ＢｏｆＡメリルリンチが算出する米国のハイイールド社債の値動きを表す指数です。同指数に関する知的
所有権、その他一切の権利はＢｏｆＡメリルリンチに帰属します。ＢｏｆＡメリルリンチは同指数を参照して行われる当社の事業活動・サービスに関し一切の責
任を負いません。

本資料で使用している指数について

商号
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

株式会社　高知銀行（年２回決算型のみ取扱） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第8号 ○

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第24号 ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2336号 ○ ○ ○ ○

登録番号等
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