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平成３０年度第１四半期 
 

各積立金の運用状況について 



○ベンチマーク収益率の推移（Ｈ３０．３．３１＝１００） 

（注）合計は各資産のベンチマーク収益率を基本ポートフォリオの資産構成割合で加重平均した収益率です。 

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ 

4月 5月 6月 第1四半期

国内債券 NOMURA-BPI総合 ▲0.07% 0.23% 0.04% 0.20%

国内株式 TOPIX（配当込み） 3.55% ▲1.67% ▲0.76% 1.05%

外国債券 FTSE世界国債（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 1.21% ▲2.46% 2.07% 0.76%

外国株式 MSCI ACWI ex. JAPAN（円ベース、配当込み） 3.96% ▲0.40% 1.61% 5.21%

2.03% ▲0.81% 0.54% 1.76%

収 益 率

合　計

資産区分 ベンチマーク

1. 平成30年度 第1四半期 市場環境① 
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（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ 

1. 平成30年度 第1四半期 市場環境② 

○国内債券市場 
 １０年国債利回りは、欧米の金利動向等により上下する局面があったものの、日本銀行の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策に
より、概ね０．０２％から０．０６％の狭いレンジ内で推移しました。第１四半期のベンチマーク収益率は０．２０％となりました。 

○国内株式市場 

 国内株式は、５月中旬まで円安ドル高の進行を背景に上昇基調で推移しました。その後、南欧政治不安などでリスク回避の動きが強まり、
下落に転じましたが、 ６月に入り、米利上げなどによる円安や米株高を受けて再び上昇しました。６月下旬以降、米中貿易摩擦激化懸念が
強まったことで上値の重い展開となりました。第１四半期のベンチマーク収益率は１．０５％となりました。 
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（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ 

1. 平成30年度 第1四半期 市場環境③ 

○外国債券市場 
 米国１０年国債利回りは、良好な米経済指標、原油高などを背景に、５月中旬には３．１％超の水準まで一時上昇しました。その後、南欧政治
不安や米中貿易摩擦激化懸念などから、上昇幅を縮小しました。ドイツ１０年国債利回りは、５月中旬までは米金利に連れて小幅上昇する動き
となりましたが、その後、南欧政治不安やECBの早期金融正常化観測の後退などから低下基調となりました。第１四半期の１０年国債利回りは
米国が上昇、ドイツが低下とまちまちの動きをした一方で、為替の効果がプラスに寄与したことから、第１四半期のベンチマーク収益率は０．７
６％となりました。 

○為替市場 
 ドル/円は、５月中旬まで米長期金利上昇を背景に円安ドル高が進行しました。その後、米長期金利上昇ペースの鈍化や米中貿易摩擦激化
懸念などで、一時円高になる局面があったものの、第１四半期は円安ドル高が進行しました。一方、ユーロ/円は、南欧政治不安やECBの早
期金融正常化観測の後退などから円高ユーロ安が進行しました。 



（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ 

1. 平成30年度 第1四半期 市場環境④ 

○外国株式市場 
 米国株式は、米長期金利上昇、米中貿易摩擦激化懸念などから下落する局面があったものの、堅調な経済指標や好調な企業業績に支えら
れる形で、緩やかな上昇基調を維持しました。ドイツ株式は、５月中旬まで好調な企業決算や緩やかなユーロ安を受けて上昇基調となりまし
た。その後、南欧政治不安や米中貿易摩擦激化懸念などから売り優勢となり、上昇幅を縮小しました。円安ドル高が進行したことによる為替
のプラス効果もあり、第１四半期のベンチマーク収益率は５．２１％となりました。 
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2.各積立金の運用状況の概要①（平成30年度第1四半期 資産構成割合） 

厚生年金保険給付組合積立金 

経過的長期給付組合積立金 

退職等年金給付組合積立金 

（注）  それぞれの項目は、単位未満について四捨五入しているため、必ずしも合計と一致しない。 

        退職等年金給付組合積立金は、原則として、給付対応等で必要な短期資産を除く全額を国内債券に投資し、それを満期まで持ち切る運用を行うことから、簿価評価としている。 

※簿価  

（単位：億円） （参考）

時価総額 構成割合 時価総額 構成割合 中心値 許容乖離幅

国内債券 18,744 32.7% 18,873 35.0% 35% ±15%

国内株式 13,327 23.3% 13,350 24.7% 25% ±14%

外国債券 7,677 13.4% 7,738 14.3% 15% ± 6%

外国株式 12,858 22.5% 13,518 25.1% 25% ±12%

短期資産 4,632 8.1% 481 0.9% ― ―

合 計 57,238 100.0% 53,961 100.0% 100% ―

平成30年度第1四半期　▲ 3,277億円

【年金収支】 　▲ 4,165億円
【運用収益】　 ＋ 888億円

資産区分
平成30年3月末 平成30年6月末 基本ポートフォリオ

（単位：億円） （参考）

時価総額 構成割合 時価総額 構成割合 中心値 許容乖離幅

国内債券 22,625 38.3% 21,564 36.3% 35% ±15%

国内株式 15,786 26.7% 15,745 26.5% 25% ±14%

外国債券 6,948 11.7% 7,727 13.0% 15% ± 6%

外国株式 12,625 21.3% 13,268 22.4% 25% ±12%

短期資産 1,156 2.0% 1,061 1.8% ― ―

合 計 59,140 100.0% 59,364 100.0% 100% ―
平成30年度第1四半期　＋224億円

【年金収支】 ▲ 686億円

【運用収益】 ＋ 910億円

資産区分
平成30年3月末 平成30年6月末 基本ポートフォリオ

（単位：億円） （参考）

簿価 構成割合 簿価 構成割合

国内債券 2,464 97.2% 2,569 96.4%

短期資産 70 2.8% 97 3.6%

合 計 2,534 100.0% 2,666 100.0%

平成30年度第1四半期　＋132億円

【年金収支】 ＋ 129億円、【運用収益】 ＋ 3億円

資産区分
平成30年3月末 平成30年6月末

基本ポートフォリオ

100%

―

100%
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2.各積立金の運用状況の概要②（平成30年度第1四半期 運用利回り） 

厚生年金保険給付組合積立金 

経過的長期給付組合積立金 

退職等年金給付組合積立金 
（注）  

  修正総合利回り 

    （実現損益＋未収収益増減＋評価損益増減）÷（簿価平残＋前期末 

     未収収益＋前期末評価損益） 

   

    実現利回り 

    （実現損益＋未収収益増減）÷簿価平残 

※修正総合利回り  

※修正総合利回り  

※実現利回り  

（参考） ベンチマーク収益率

国内債券 ＋0.18% 国内債券 ＋0.20%

国内株式 ＋1.01% 国内株式 ＋1.05%

外国債券 ＋0.80% 外国債券 ＋0.76%

外国株式 ＋5.11% 外国株式 ＋5.21%

短期資産 ＋0.00% 短期資産 －

合 計 ＋1.63% 合 計 ＋1.76%

ベンチマーク収益率 ＋1.76%
GPIF ＋1.68%

地方公務員共済全体 ＋1.54%

資産区分
第１四半期
（4-6月）

第１四半期
（4-6月）

（参考） ベンチマーク収益率

国内債券 ＋0.22% 国内債券 ＋0.20%

国内株式 ＋1.02% 国内株式 ＋1.05%

外国債券 ＋0.81% 外国債券 ＋0.76%

外国株式 ＋5.07% 外国株式 ＋5.21%

短期資産 ＋0.00% 短期資産 －

合 計 ＋1.55% 合 計 ＋1.76%

ベンチマーク収益率 ＋1.76%
地方公務員共済全体 ＋1.51%

資産区分
第１四半期
（4-6月）

第１四半期
（4-6月）

国内債券 ＋0.10%

短期資産 ＋0.00%

合 計 ＋0.10%

資産区分
第１四半期
（4-6月）

＊デュレーション乖離による金利リスク緩和のための一部資産売却分を含む国内

債券の修正総合利回りは、＋0.21％ 

＊ 


