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令和元年度第３四半期

年金積立金の運用状況について



○ベンチマーク収益率の推移（Ｈ３１．３．３１＝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

令和元年度 第３四半期 市場環境①

第３四半期は、米中貿易協議の進展等を背景に、株式は期を通して上昇、国内債券は下落、外国債券はドル・ユーロ高もあり、

もみ合う展開となりました。
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（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ

令和元年度 第３四半期 市場環境②

○市場指標
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令和元年度第３四半期 市場環境③

国内債券市場

１０年国債利回りは、１０月末に日銀の金融政策決定会合

において将来の利下げの可能性が明示され、一時低下する場

面もありましたが、米中貿易協議の進展が期待される中、米

長期金利につられ期を通じて上昇しました。第３四半期のベ

ンチマーク収益率は▲１．０５％となりました。

外国債券市場

米国１０年国債利回りは、 １０月末に米連邦準備制度理

事会（ＦＲＢ）による利下げが実施され上昇幅が一時縮小し

たものの、米中貿易協議の進展が期待される中、期を通じて

上昇しました。ドイツ１０年国債利回りも欧州中央銀行（Ｅ

ＣＢ）の追加緩和期待の後退等により上昇。為替はドル/円、

ユーロ/円ともに円安となり、第３四半期のベンチマーク収

益率は＋０．５２％となりました。

国内株式市場

国内株式は、１０月初旬、米経済指標が市場予想を下回っ

たことから米国株式につられ下落したものの、米中貿易協議

の進展が期待されると上昇基調で推移しました。第３四半期

のベンチマーク収益率は＋８．５９％となりました。

外国株式市場

米国株式は、１０月初旬、米経済指標が市場予想を下回っ

たことから下落したものの、米中貿易協議の進展が期待され

ると上昇基調で推移しました。ドイツ株式も、米中貿易協議

の進展や英国の合意なき欧州連合(ＥＵ)離脱リスク回避に対

する期待などから上昇しました。円安も進行したことにより、

第３四半期のベンチマーク収益率は＋９．７８％となりまし

た。

3



（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 3,457 97.4% 3,445 93.5% 3,966 98.9% 4,160 99.2%

短期資産 93 2.6% 239 6.5% 43 1.1% 33 0.8%

合 計 3,550 100.0% 3,684 100.0% 4,008 100.0% 4,193 100.0%

令和元年度第3四半期　＋185億円

【年金収支】 ＋182億円、【運用収益】 ＋3億円

基本ポートフォリオ

100%

―

100%

資産区分
平成31年3月末 令和元年6月末 令和元年9月末 令和元年12月末

（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 18,584 32.8% 18,644 35.5% 18,256 33.2% 18,149 33.1% 35% ±15%

国内株式 12,515 22.1% 12,217 23.2% 12,630 23.0% 13,733 25.1% 25% ±14%

外国債券 7,964 14.0% 7,962 15.1% 7,975 14.5% 7,948 14.5% 15% ± 6%

外国株式 13,291 23.4% 13,125 25.0% 13,147 23.9% 14,117 25.8% 25% ±12%

短期資産 4,341 7.7% 615 1.2% 2,985 5.4% 855 1.6% ― ―

合 計 56,695 100.0% 52,562 100.0% 54,992 100.0% 54,801 100.0% 100% ―

令和元年度第3四半期　▲191億円

【年金収支】 ▲2,474億円

【運用収益】  ＋2,283億円

基本ポートフォリオ
資産区分

平成31年3月末 令和元年6月末 令和元年9月末 令和元年12月末

年金積立金の運用状況の概要①（令和元年度第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

（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 20,293 35.0% 20,263 35.4% 19,854 34.5% 19,730 33.2% 35% ±15%

国内株式 14,426 24.9% 13,962 24.4% 14,430 25.1% 15,359 25.9% 25% ±14%

外国債券 8,670 15.0% 8,733 15.3% 8,670 15.1% 8,731 14.7% 15% ± 6%

外国株式 13,630 23.5% 13,805 24.1% 13,827 24.0% 15,046 25.3% 25% ±12%

短期資産 886 1.5% 466 0.8% 767 1.3% 529 0.9% ― ―

合 計 57,906 100.0% 57,230 100.0% 57,548 100.0% 59,394 100.0% 100% ―

令和元年度第3四半期　＋1,846億円

【年金収支】 ▲　642億円

【運用収益】 ＋ 2,488億円

資産区分
平成31年3月末 令和元年6月末 令和元年9月末 令和元年12月末 基本ポートフォリオ
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（参考） ベンチマーク収益率

国内債券 ＋0.68% ＋0.31% ▲0.76% ＋0.25% 国内債券 ＋0.91% ＋0.40% ▲1.05% ＋0.26%

国内株式 ▲2.41% ＋3.35% ＋8.71% ＋9.66% 国内株式 ▲2.35% ＋3.39% ＋8.59% ＋9.63%

外国債券 ＋0.73% ＋1.34% ＋0.70% ＋2.80% 外国債券 ＋0.73% ＋1.32% ＋0.52% ＋2.58%

外国株式 ＋1.28% ＋0.16% ＋9.56% ＋11.02% 外国株式 ＋1.25% ＋0.17% ＋9.78% ＋11.34%

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

合 計 ＋0.06% ＋1.17% ＋4.33% ＋5.57% 合 計 ＋0.26% ＋1.30% ＋4.23% ＋5.86%

ベンチマーク収益率 ＋0.26% ＋1.30% ＋4.23% ＋5.86%

地方公務員共済全体 ＋0.03% ＋1.14% ＋4.38% ＋5.57%

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）

令和元年度通期
（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 ＋1.01% ＋0.36% ▲0.72% ＋0.65% 国内債券 ＋0.91% ＋0.40% ▲1.05% ＋0.26%

国内株式 ▲2.40% ＋3.37% ＋8.67% ＋9.73% 国内株式 ▲2.35% ＋3.39% ＋8.59% ＋9.63%

外国債券 ＋0.68% ＋1.34% ＋0.79% ＋2.83% 外国債券 ＋0.73% ＋1.32% ＋0.52% ＋2.58%

外国株式 ＋1.23% ＋0.17% ＋9.55% ＋10.85% 外国株式 ＋1.25% ＋0.17% ＋9.78% ＋11.34%

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

合 計 ＋0.19% ＋1.11% ＋4.21% ＋5.51% 合 計 ＋0.26% ＋1.30% ＋4.23% ＋5.86%

ベンチマーク収益率 ＋0.26% ＋1.30% ＋4.23% ＋5.86%
GPIF ＋0.16% ＋1.14% ＋4.61% ＋5.91%

地方公務員共済全体 ＋0.11% ＋1.12% ＋4.26% ＋5.53%

通期
（4-12月）

令和元年度通期
（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）

国内債券 ＋0.13% ＋0.13% ＋0.13% ＋0.39%

短期資産 ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00%

合 計 ＋0.13% ＋0.13% ＋0.13% ＋0.38%

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）

令和元年度通期
（4-12月）

年金積立金の運用状況の概要②（令和元年度第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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