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• 上記は過去のデータに基づくものであり、将来の成果をお約束
するものではありません。 

• 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金
が支払われない場合があります。 

2015年4月13日 

 

 

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド（愛称：りそな ペア・インカム） 

第136期決算における収益分配金についてのご案内 

 

平素はアムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド（愛称：りそな ペア・インカム）をご愛顧賜り、誠にありがとうご
ざいます。当ファンドは、2015年4月13日に第136期の決算を行い、収益分配金額を2013年10月の第118期決
算から2015年3月の第135期決算までの40円（1 万口当たり、税引前）から、30円（同）に引下げることを決定致し
ましたのでご案内申し上げます。なお、同日の基準価額（分配落ち後）は6,917円です。 

この度の引下げ措置は、中長期的に受益者の皆様の利益に資する運用を継続するとの観点から、現在の分配
対象額（分配可能原資積立額）の水準、収益分配方針等を総合的に勘案し決定したものです。分配金引下げに
至った経緯、関連する市場環境等につきましては、次ページ以降のQ&Aをご参照ください。 

今後ともファンドの運用につきまして、パフォーマンスの向上を目指して参りますので、引続きお引立て賜りますよ
うよろしくお願い申し上げます。 

【設定来の基準価額の推移】 

【分配金実績（1万口当たり、税引前）】 

・基準価額（税引前分配金再投資）は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。 
・基準価額は信託報酬控除後です。 
・上記グラフは過去の実績であり、将来を保証するものではありません。 
・参考指数は、バークレイズ米国社債インデックスのパフォーマンス（円ベース）×50％＋バークレイズ・
ユーロ社債インデックスのパフォーマンス（円ベース）×40％＋バークレイズ・ユーロ総合インデックスの
パフォーマンス（円ベース）×10％で算出した合成インデックスです。 
・各インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社（バークレイズ）が開発、算出、
公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利は
バークレイズに帰属します。 
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ファンドの基準価額・純資産総額の推移、分配金実績           2015年2月末現在 

（年/月） 

<1504012> 

【ファンドの概況】 

決算月 分配金額 
2013年10月～2015年2月 40円/月 
2009年10月～2013年9月 55円/月 
2006年11月～2009年9月 48円/月 
2004年1月～2006年10月 43円/月 

基準価額 7,072円 

純資産総額 103.0億円 

設定日 2003年11月14日 

決算日 毎月12日 
（休日の場合は翌営業日） 

信託期間 無期限 

設定来累計 6,462円 
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① 利回り低下による利息（インカム）収入の減少 
Ø世界的な金融緩和により、特にQE（量的緩和）を3月から実施した欧州の国債利回りは著しく低下し低水準
での推移が続いております。また、金融緩和による信用リスクの低下や社債に対する投資家の旺盛な需要
を背景に、近年、米国・欧州の社債利回りも著しく低下しました。 

 

Øこのため、当ファンドが投資する米国債券市場（社債等）へ投資するファンドと、ユーロ債券市場（国債等公
共債・国際機関債・社債等）へ投資するファンドの利回りも低下したことから、利息（インカム）収入が減少した
ことが分配金を引下げる要因の一つとなりました。 

 

② 分配対象額の減少 
Ø2015年2月決算の分配金支払い後における、りそな ペア・インカムの分配対象額は118円です（詳しくは、

Q2をご参照ください）。分配対象額は減少傾向にあり、今後、中長期的に安定した分配金のお支払いを継続
するために、分配金の引下げを判断致しました。 

 

 

Q1：分配金を引下げた理由は何ですか。  
 
利回り低下による利息（インカム）収入の減少、分配対象額等を勘案し、分配金の引
下げを決定致しました。 

【分配金を引下げた理由について】 
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【米国・欧州の投資適格債の利回り推移】 

出所：バークレイズのデータを基に、アムンディ･ジャパン株式会社が作成。  ※バークレイズの各インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社 
  （バークレイズ）が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、当該インデックスに関  
  する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。 

※インデックスは以下を使用しています。 
・米国投資適格債：バークレイズ米国投資適格社債インデックス ・欧州投資適格債：バークレイズ・ユーロ社債インデックス（投資適格社債のみ） 
 
 

（2003年11月末～2015年2月末、月次） （%） 
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Ø毎月の分配金額は、2013年10月から2015年3月まで、毎月40円（1万口当たり、税引前）をお支払いして 
 おりましたが、2015年2月決算時における分配金の内訳を見てみると、投資先ファンドからの受取金が32 
 円、分配対象額からの持ち出しが8円となっています。 

 
Ø分配対象額は2015年2月決算後の時点において118円となっており、中長期的な分配金のお支払いと基 
 準価額の安定等を考慮し、分配金を引下げる判断を致しました。 
 
 
 
 
 
 
 

Q2：分配対象額など概況について詳しく教えてください。  
 
2015年2月決算において、投資先ファンドからの受取金は32円、分配対象額は、分配
金支払い後で118円です。 

【分配金概況（1万口当たり、税引前）】 

 

【分配可能原資】 【分配対象額について】 

投資先ファンドからの受取金※（1万口当たり、経費控除後）および分配対象額（1万口当たり、分配金支払い後） 
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決算日 2014/3/12 2014/4/14 2014/5/12 2014/6/12 2014/7/14 2014/8/12

投資先ファンド

からの受取金※
36 円 32 円 35 円 32 円 32 円 32 円

収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円

分配対象額

（分配金支払い後）
190 円 182 円 177 円 169 円 161 円 153 円

決算日 2014/9/12 2014/10/14 2014/11/12 2014/12/12 2015/1/13 2015/2/12

投資先ファンド

からの受取金※
36 円 31 円 37 円 37 円 31 円 32 円

収益分配金 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円 40 円

分配対象額

（分配金支払い後）
149 円 140 円 138 円 135 円 126 円 118 円

設定来累計 6,462円

※インカム収益、キャピタル益、元本払戻金等を含む（経費控除後） 
※主に主要投資対象であるドイチェ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用）、Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート

およびAmundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイトより支払われた受取金から経費を控除したものです。受取金には主要投資対象に
おける組入債券のインカム収益に加え、債券や為替のキャピタル益（評価益を含む）、元本払戻金などが含まれます。キャピタル益は
必ず獲得できるものではなく、キャピタル損（評価損を含む）が発生する場合もあります。 

・直近12ヵ月の分配金概況です。 
・上記は1万口当たり（収益分配金については1万口当たり／税引前）の数値です。 
・上記は過去の実績であり、初来を示唆または保証するものではありません。 
・分配金額を決定する要因は、分配対象額のみではなく、基準価額の水準、主要投資対象の組入債券の利回りや価格の状況等を鑑み

た上で、分配金額は決定されます。 
・運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。 



  

販売用資料 

当資料のご使用の際は、P7に記載の「当資料のお取扱いについてのご注意」およびP8に記載の「収益分配金に 
関する留意事項」を必ずご覧ください。 

 
《市場環境》 
  
2月の米国国債市場で利回りは中長期年限中心に大幅に上昇しました（価格は下落）。堅調な雇用統計を受
けた「FRB（米連邦準備理事会）は近く利上げに踏み切る」との観測やイエレンFRB議長の議会証言を控えた
警戒感などから10年国債利回り（長期金利※）は大きく上昇しました。下落が続いた原油価格の反発やギリ
シャ支援協議の暫定合意、予想外に堅調なドイツGDP（国内総生産）等で市場の不安心理が和らいだことも
金利上昇要因となりました。 
社債市場では、米国国債に対するスプレッド※は縮小しました。原油価格が下げ止まったこと等を受けて市場
のリスク回避的な動きがやや解消されたことから、需要は1月以上に強く、社債市場は需給面で下支えされま
した。加えて、社債の価格変動が比較的安定していたことも、市場心理が改善する一因となりました。ベンチ
マークであるバークレイズ米国社債インデックスの月間のトータルリターン（米ドルベース）は、金利が大幅に
上昇したことからマイナスとなりました。セクター別での月間トータルリターンは、金融、産業、公益の順となり、
格付別ではBBB格、A格、AA格、AAA格の順となりました。 
 
 
《今後の見通しと運用計画》（将来の市場環境の変動等により、下記運用方針が変更される場合があります） 
  
米国の活発な起債は今後も続くと予想され、一時的な需給の変動により価格変動も大きくなると見ていますが、
足許で市場心理に改善が見られることや、米国の企業業績が堅調であることから、引き続き米ドル建て資産
に対する力強い需要があると予想され、社債市場を下支えすると考えています。金融政策に関しては、2月の
イエレンFRB議長が議会証言で米国経済見通しに慎重な姿勢を見せたこと等から、市場は利上げ開始時期を
早期化せず、2015年半ばから後半に利上げを実施すると見ています。このため、金利上昇圧力が働いても上
昇ペースは緩やかになるとみられます。運用方針につきましては、金利水準と安定性を考慮しながら、BBB格
の社債を中心に組み入れを行う方針としています。 
 
 

Q3：りそな ペア・インカムの投資先である米国・欧州の投資適格債
における投資環境はどのような状況ですか。 
 
りそな ペア・インカムの投資先ファンドの各ファンドマネージャーからのコメント(2015年2月末
現在）を以下にご案内いたします。 

【ユーロ圏の国債と投資適格債の投資環境について】 
 
【米国の投資適格債について】   

ドイチェ・米国投資適格社債ファンド（適格機関投資家専用） 
ファンドマネージャーコメント 

※金利： 
債券価格は金利変動の影響を受けます。一般的に金利が低下した場合には債券価格は上昇し、逆に金利が上昇した場合には債券価格は下
落する傾向があります。 
※スプレッド： 
主に国債利回りとの利回り格差のことで、企業の信用力や流動性等の影響を受けます。一般的に、信用力が高まればスプレッドは縮小（価格の
上昇要因）し、信用力が低下すればスプレッドは拡大（価格の下落要因）する傾向があります。 
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（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社） 
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《市場環境》 
 
2月はユーロ圏で発表された経済指標が良好だったことや、ギリシャへの金融支援延長が合意に至ったこと 
などから、投資家心理が改善しました。投資家の強気な姿勢が広まる中、欧州投資適格社債市場は堅調に 
推移し、特に保険、金属・鉱業、エネルギー関連が高いリターンとなりました。一方、消費材、自動車などは 
出遅れる展開となりました。米ドルと比較してユーロでの資金調達が割安な状況を利用し、米国企業が 
積極的に起債したため、発行市場は一段と活況を呈し、2月は500億ユーロを超える記録的な起債があり 
ました。最も安全な資産とされるドイツ国債利回りが、中期ゾーンまでマイナスとなっており、このような投資 
環境が社債投資に対する魅力を高めていると見られます。企業の決算からも信用状況の改善が示されており、 
デフォルト（債務不履行）率は歴史的低水準で推移すると予想されています。 
 
 
 
《今後の見通しと運用計画》（将来の市場環境の変動等により、下記運用方針が変更される場合があります） 
 
当ファンドは、ECB（欧州中央銀行）による量的緩和策からの恩恵を十分に享受すべく、信用リスクを高め、 
償還まで5～10年の債券を多く組入れてデュレーションを長めとした運用を継続します。また、ハイブリッド 
証券など、市場感応度の高い銘柄を引き続き選好します。金融セクターにおいては、今後もシニア債と劣後 
債の利回り格差の縮小を見込み、保険や他のノンバンクの銘柄をオーバーウェイトとする考えです。一般事 
業債では、エネルギーセクターをアンダーウェイトから中立に引き上げ、また、通信セクターを引き続きオーバー 
ウェイトとします。格付別では、リスクに対するリターンが最も高いと思われるBBB格の銘柄を選好します。 
3月にECBが国債購入プログラムを開始するに従い、当面はスプレッドのさらなる縮小を見込んでいます。 
当ファンドは欧州投資適格社債市場に対し、前向きな見通しを維持します。 
 
 
 
 
 
 

【欧州の投資適格債について】 
 Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート／Amundi Funds     

ボンド・ユーロ・コーポレイト各ファンドマネージャーコメント 
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（アムンディ） 
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Q4：各通貨の見通しについて教えてください。  
 
米ドルおよびユーロに関する弊社の見通し（2015年2月末現在）を以下にご案内いた

します。 
 

 
       

      米ドルの見通しについて 
 

 
 当面の米ドル・円相場は、一進一退が続くと予想されます。米国の経済指標がまちまちとなり、米国の
高い経済成長とそれ以外の国々の停滞といった世界成長の構図に変化が表れています。シェールガス
開発など相対的に資源関連設備投資の比率が高い米国と、原油入着価格の大幅下落による貿易収支
の顕著な改善がみられる日本との対比から、円が買い戻される局面もありそうです。日銀はいまだに
2％の物価目標を堅持しているものの、達成時期の後ずれを容認する姿勢とも見られ、市場では追加緩
和観測が急速に後退しています。ただ、米国労働市場の改善は続き、原油価格反発から米国の物価の
下げ止りが確認され、FRB（米連邦準備理事会）の年央の利上げ観測が高まってくれば、米ドルを支え
る力も働きやすくなります。主要国でオセアニアを除けば10年債で2％の利回りを提示できる国は米国
以外にはなく、資本流入が米ドルを支える構造から米ドルは引続き買われやすい構図となっています。 

 
 
 
 

       ユーロの見通しについて 
 
 
 向こう数ヵ月を見通すと、ユーロはじりじりと水準を切り上げていくと考えています。大局観としてはECB
による量的緩和がいよいよ3月から始まり、ユーロ圏の金利の低位安定が続くなかでは、ユーロの大幅
な反発は難しい状況です。ユーロ圏では中期ゾーンまで金利がマイナス化したことで、海外へ資金が流
出しやすい状況にあり、プラス金利を求めて日本にも流入することも想定されます。ただ円安が進んで
も輸出の回復や国内設備投資への波及が限定的な日本よりも、金融緩和とユーロ安で循環的な景気
回復が進行するユーロ圏の方が選好されやすいと思われます。物価の安定と緩やかながらも成長が加
速していくなかでは、株式市場のバリュエーションの切り上がりも正当化されやすく、世界の運用資金が
欧州に集まってくることも想定されます。景気回復の鈍さは引続きユーロ圏の輸入を抑制する方向に働
き、高水準の経常収支黒字がユーロの下値を支える構造は不変と考えています。 

【為替の見通しについて】         （アムンディ・ジャパン株式会社 2015年2月末現在） 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Flag_of_the_United_States.svg
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