
資金運用委員会

第42回（H31.3.26)
資料7

平成３０年度第３四半期

各積立金の運用状況について



第1四半期 第2四半期 第3四半期 年度通期

国内債券 NOMURA-BPI総合 0.20% ▲0.96% 1.36% 0.58%

国内株式 TOPIX（配当込み） 1.05% 5.86% ▲17.60% ▲11.86%

外国債券 FTSE世界国債（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 0.76% 1.40% ▲2.49% ▲0.38%

外国株式 MSCI ACWI ex. JAPAN（円ベース、配当込み） 5.21% 7.10% ▲15.50% ▲4.78%

1.76% 3.10% ▲8.34% ▲3.85%合　計

資産区分 ベンチマーク
収 益 率

○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

平成３０年度 第３四半期 市場環境①
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（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ

平成３０年度 第３四半期 市場環境②

○国内債券市場
１０年国債利回りは、１０月上旬は米長期金利の影響を受けて上昇。その後横ばいで推移したものの、下旬に内外株式市場の下落に伴

い低下。１１月中旬以降は国内株の下落や世界景気の減速懸念などを受けて一段と低下し、１２月には１年３ヶ月ぶりにゼロ％を割り込む
展開となりました。第３四半期のベンチマーク収益率は１．３６％となりました。

○国内株式市場
国内株式は、１０月は米株の軟調や中国景気減速懸念による国内企業業績悪化への警戒感から下落しました。１１月以降は米中貿易

摩擦緩和への期待や米中間選挙の結果から上昇する場面もあったものの、１２月は米株の下落や世界景気の先行き懸念により下落しま
した。第３四半期のベンチマーク収益率は▲１７．６０％となりました。
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（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ

平成３０年度 第３四半期 市場環境③

○外国債券市場
米国１０年国債利回りは、１０月は堅調な米経済指標などから上昇しましたが、１１月中旬以降は米株・原油価格下落や、景気減速観測の強
まりにより低下しました 。ドイツ１０年国債利回りは、１０月上旬は米長期金利の動きに連れて上昇しましたが、その後米株急落や伊財政運営
に対する懸念から反落し、１１月中旬以降は英国のEU離脱に対する不透明感や世界的なリスク回避姿勢から低下しました。第３四半期の１０
年国債利回りは米国・ドイツともに低下したものの、為替が円高になったことから、第３四半期のベンチマーク収益率は▲２．４９％となりました。

○為替市場
ドル/円は、１０月上旬は米株下落から円高が進行。１１月の上旬は米中間選挙、月末は日米株価の戻りに連れて円安ドル高、１２月中旬以

降は世界的な株安や米政権の先行き不透明感からリスク回避の円買いとなりました。ユーロ/円は、１０月は伊財政問題や英国のEU離脱交渉
の先送りから円高が進行。１１月上旬は円安ユーロ高になりましたが、１２月中旬以降はユーロ圏の経済指標の鈍化や世界的な株安から円高
になりました。
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（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ

平成３０年度 第３四半期 市場環境④

○外国株式市場
米国株式は、１０月は米長期金利上昇や米中貿易摩擦から下落。１１月は上昇する場面もあったものの、１２月は米中貿易摩擦懸念の再

燃や世界的な景気減速懸念により下落しました。ドイツ株式は、１０月は米株急落や伊財政悪化懸念などにより下落。１１月は米株高などに
連れて上昇する場面もあったものの、１２月は米株安や英国のEU離脱懸念により下落しました。円高が進行したことによる為替のマイナス影
響もあり、第３四半期のベンチマーク収益率は▲１５．５０％となりました。
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（単位：億円） （参考）

時価総額 構成割合 時価総額 構成割合 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% 18,825 32.9% 18,851 37.1% 35% ±15%

国内株式 13,327 23.3% 13,350 24.7% 14,112 24.6% 11,627 22.9% 25% ±14%

外国債券 7,677 13.4% 7,738 14.3% 7,858 13.7% 7,738 15.2% 15% ± 6%

外国株式 12,858 22.5% 13,518 25.1% 14,353 25.1% 11,805 23.3% 25% ±12%

短期資産 4,632 8.1% 481 0.9% 2,107 3.7% 737 1.5% ― ―

合 計 57,238 100.0% 53,961 100.0% 57,255 100.0% 50,758 100.0% 100% ―

平成30年度第3半期　▲6,497億円

【年金収支】 　▲1,815億円

【運用収益】　 ▲4,682億円

資産区分
平成30年3月末 平成30年6月末 平成30年9月末 平成30年12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 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% 20,296 33.4% 20,317 36.9% 35% ±15%

国内株式 15,786 26.7% 15,745 26.5% 16,643 27.4% 13,406 24.3% 25% ±14%

外国債券 6,948 11.7% 7,727 13.0% 8,645 14.2% 8,427 15.3% 15% ± 6%

外国株式 12,625 21.3% 13,268 22.4% 14,201 23.4% 11,969 21.7% 25% ±12%

短期資産 1,156 2.0% 1,061 1.8% 1,029 1.7% 982 1.8% ― ―

合 計 59,140 100.0% 59,364 100.0% 60,814 100.0% 55,100 100.0% 100% ―

平成30年度第3四半期　▲5,714億円

【年金収支】 ▲ 593億円

【運用収益】 ▲5,121億円

資産区分
平成30年3月末 平成30年6月末 平成30年9月末 平成30年12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 簿価 構成割合 簿価 構成割合

国内債券 2,464 97.2% 2,569 96.4% 2,968 99.6% 3,040 96.1%

短期資産 70 2.8% 97 3.6% 13 0.4% 122 3.9%

合 計 2,534 100.0% 2,666 100.0% 2,981 100.0% 3,163 100.0%

平成30年度第3四半期　＋182億円

【年金収支】 ＋178億円、【運用収益】 ＋4億円

100%

―

100%

資産区分
平成30年3月末 平成30年6月末 平成30年9月末 平成30年12月末

基本ポートフォリオ

各積立金の運用状況の概要①（平成３０年度第３四半期 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

5



国内債券 ＋0.10% ＋0.11% ＋0.12% ＋0.34%

短期資産 ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00%

合 計 ＋0.10% ＋0.10% ＋0.12% ＋0.32%

資産区分
第１四半期
（4-6月）

第２四半期
（7-9月）

第３四半期
（10-12月）

平成30年度通期
（4-12月）

（参考） ベンチマーク収益率

国内債券 ＋0.22% ▲0.80% ＋1.16% ＋0.53% 国内債券 ＋0.20% ▲0.96% ＋1.36% ＋0.58%

国内株式 ＋1.02% ＋5.70% ▲17.48% ▲11.74% 国内株式 ＋1.05% ＋5.86% ▲17.60% ▲11.86%

外国債券 ＋0.81% ＋1.58% ▲2.52% ▲0.40% 外国債券 ＋0.76% ＋1.40% ▲2.49% ▲0.38%

外国株式 ＋5.07% ＋6.99% ▲15.66% ▲5.12% 外国株式 ＋5.21% ＋7.10% ▲15.50% ▲4.78%

短期資産 ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% 短期資産 － ― ― ―

合 計 ＋1.55% ＋3.01% ▲8.43% ▲4.11% 合 計 ＋1.76% ＋3.10% ▲8.34% ▲3.85%

ベンチマーク収益率 ＋1.76% ＋3.10% ▲8.34% ▲3.85%
地方公務員共済全体 ＋1.51% ＋3.15% ▲8.60% ▲4.23%

第３四半期
（10-12月）

通期
（4-12月）

資産区分
第１四半期
（4-6月）

第２四半期
（7-9月）

第３四半期
（10-12月）

平成30年度通期
（4-12月）

第１四半期
（4-6月）

第２四半期
（7-9月）

（参考） ベンチマーク収益率

国内債券 ＋0.18% ▲0.82% ＋1.23% ＋0.59% 国内債券 ＋0.20% ▲0.96% ＋1.36% ＋0.58%

国内株式 ＋1.01% ＋5.70% ▲17.54% ▲11.91% 国内株式 ＋1.05% ＋5.86% ▲17.60% ▲11.86%

外国債券 ＋0.80% ＋1.55% ▲2.55% ▲0.25% 外国債券 ＋0.76% ＋1.40% ▲2.49% ▲0.38%

外国株式 ＋5.11% ＋6.97% ▲15.61% ▲4.81% 外国株式 ＋5.21% ＋7.10% ▲15.50% ▲4.78%

短期資産 ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% 短期資産 － ― ― ―

合 計 ＋1.63% ＋3.00% ▲8.19% ▲3.86% 合 計 ＋1.76% ＋3.10% ▲8.34% ▲3.85%

ベンチマーク収益率 ＋1.76% ＋3.10% ▲8.34% ▲3.85%
GPIF ＋1.68% ＋3.42% ▲9.06% ▲4.31%

地方公務員共済全体 ＋1.54% ＋3.10% ▲8.49% ▲4.19%

通期
（4-12月）

平成30年度通期
（4-12月）

第１四半期
（4-6月）

第２四半期
（7-9月）

第３四半期
（10-12月）

資産区分
第１四半期
（4-6月）

第２四半期
（7-9月）

第３四半期
（10-12月）

各積立金の運用状況の概要②（平成３０年度第３四半期 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
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