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令和元年度 市場環境①

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 年度通期

国内債券 NOMURA-BPI総合 0.91％ 0.40％ ▲1.05％ ▲0.43％ ▲0.18％

国内株式 TOPIX（配当込み） ▲2.35％ 3.39％ 8.59％ ▲17.45％ ▲9.50％

外国債券 FTSE世界国債（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 0.73％ 1.32％ 0.52％ 1.74％ 4.37％

外国株式 MSCI ACWI ex. JAPAN（円ベース、配当込み） 1.25％ 0.17％ 9.78％ ▲22.14％ ▲13.31％

0.26％ 1.30％ 4.23％ ▲10.09％ ▲4.83％

資産区分 ベンチマーク

合　計

収 益 率

○ベンチマーク収益率の推移（全体）

（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

資産合計のベンチマーク収益率は、第３四半期までプラスで推移しましたが、第４四半期に新型コロナウイルス感

染拡大に伴う内外株式市場が大幅に下落したことから、年度通期では▲４．８３％となりました。
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(注）平成３１年３月３１日を１００とする。
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令和元年度 市場環境②

外国株式市場

米国株式は、米中貿易協議の行方を巡り上下しましたが、

９月以降は米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融緩和や

米中貿易協議進展期待から上昇基調となりました。ドイツ株

式は、９月以降欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金融緩和、米中貿

易協議進展期待、英国の合意なき欧州連合（ＥＵ）離脱リス

ク回避期待から上昇基調となりました。１月以降は米国・ド

イツともに新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気悪化懸

念からリスク回避の動きが強まり大幅に下落し、年度のベン

チマーク収益率は▲１３．３１％となりました。

国内株式市場

国内株式は、米国の対中追加関税の発動表明等、米中貿

易摩擦激化により下落しましたが、９月に米中貿易協議進展

期待で反発した後は、上昇基調で推移しました。１月以降は、

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によりリスク回避姿

勢が強まったことで大幅に下落し、年度のベンチマーク収益

率は▲９．５０％となりました。

国内債券市場

１０年国債利回りは、世界的な金融緩和観測や米中貿易摩

擦激化により低下し、８月に一時▲０．２９％まで到達しま

したが、その後、米中貿易協議進展期待や米国長期金利につ

られて上昇。１月に入ると新型コロナウイルスの感染拡大に

伴う景気悪化懸念が高まり低下しましたが、３月には大型経

済対策に伴う国債増発懸念から反転し、年度でも上昇しまし

た。年度のベンチマーク収益率は▲０．１８％となりました。

外国債券市場

米国１０年国債利回りは、米中貿易摩擦激化や米連邦準備

制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測から８月まで低下した後、

米中貿易協議進展期待により上昇。ドイツ１０年国債利回り

は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）による金融緩和観測から低下し

た後、英国の合意なき欧州連合（ＥＵ）離脱リスク回避期待

から上昇。１月以降は米国・ドイツともに新型コロナウイル

スの感染拡大に伴う景気悪化懸念や金融緩和により概ね低下

しました。為替はドル・ユーロともに円高となりましたが、

年度のベンチマーク収益率は＋４．３７％となりました。

〇ベンチマーク
国内債券: NOMURA-BPI総合 国内株式: TOPIX（配当込） 外国債券:FTSE世界国債（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 外国株式:MSCI ACWI ex. JAPAN（円ベース、配当込み）

令和元年度

2



令和元年度 市場環境③

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ

○市場指標

令和元年度
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年金積立金の運用状況の概要①（令和元年度 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 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% 17,750 34.0% 35% ±15%

国内株式 12,515 22.1% 12,217 23.2% 12,630 23.0% 13,733 25.1% 11,310 21.7% 25% ±14%

外国債券 7,964 14.0% 7,962 15.1% 7,975 14.5% 7,948 14.5% 8,063 15.4% 15% ±6%

外国株式 13,291 23.4% 13,125 25.0% 13,147 23.9% 14,117 25.8% 10,702 20.5% 25% ±12%

短期資産 4,341 7.7% 615 1.2% 2,985 5.4% 855 1.6% 4,399 8.4% ― ―

合 計 56,695 100.0% 52,562 100.0% 54,992 100.0% 54,801 100.0% 52,225 100.0% 100% ―

平成30年度通期　▲ 543億円 令和元年度第1四半期　▲4,133億円 令和元年度第2四半期　＋2,430億円 令和元年度第3四半期　▲191億円 令和元年度第4四半期　▲2,576億円 令和元年度通期　▲4,470億円

【年金収支】 ▲ 1,422億円 【年金収支】 ▲4,238億円 【年金収支】 ＋1,823億円 【年金収支】 ▲2,474億円 【年金収支】 ＋2,926億円 【年金収支】 ▲1,964億円

【運用収益】 ＋　 879億円 【運用収益】  ＋ 105億円 【運用収益】  ＋ 607億円 【運用収益】  ＋2,283億円 【運用収益】 ▲5,502億円 【運用収益】 ▲2,506億円

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 令和2年3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 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% 19,533 36.8% 35% ±15%

国内株式 14,426 24.9% 13,962 24.4% 14,430 25.1% 15,359 25.9% 12,400 23.4% 25% ±14%

外国債券 8,670 15.0% 8,733 15.3% 8,670 15.1% 8,731 14.7% 8,840 16.7% 15% ±6%

外国株式 13,630 23.5% 13,805 24.1% 13,827 24.0% 15,046 25.3% 11,692 22.1% 25% ±12%

短期資産 886 1.5% 466 0.8% 767 1.3% 529 0.9% 559 1.1% - -

合 計 57,906 100.0% 57,230 100.0% 57,548 100.0% 59,394 100.0% 53,024 100.0% 100% 　　－

平成30年度通期　▲ 1,234億円 令和元年度第1四半期　▲676億円 令和元年度第2四半期　＋318億円 令和元年度第3四半期　＋1,846億円 令和元年度第4四半期　▲6,370億円 令和元年度通期　▲4,882億円

【年金収支】 ▲ 1,952億円 【年金収支】 ▲ 709億円 【年金収支】 ▲ 352億円 【年金収支】 ▲　642億円 【年金収支】 ▲ 338億円　 【年金収支】 ▲ 2,040億円　

【運用収益】 ＋   718億円 【運用収益】  ＋ 33億円 【運用収益】 ＋ 670億円 【運用収益】 ＋ 2,488億円 【運用収益】 ▲6,032億円 【運用収益】 ▲2,842億円

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 令和2年3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 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% 4,460 97.4%

短期資産 93 2.6% 239 6.5% 43 1.1% 33 0.8% 120 2.6%

合 計 3,550 100.0% 3,684 100.0% 4,008 100.0% 4,193 100.0% 4,581 100.0%

平成30年度通期　＋1,016億円 令和元年度第1四半期　＋134億円 令和元年度第2四半期　＋324億円 令和元年度第3四半期　＋185億円 令和元年度第4四半期　＋388億円 令和元年度通期　＋1,031億円

【年金収支】 ＋1,003億円 【年金収支】 ＋132億円 【年金収支】 ＋317億円 【年金収支】 ＋182億円 【年金収支】 ＋380億円 【年金収支】 ＋1,011億円

【運用収益】　 ＋13億円 【運用収益】　 ＋2億円 【運用収益】　 ＋7億円 【運用収益】　 ＋3億円  【運用収益】    ＋8憶円  【運用収益】    ＋20憶円

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 令和2年3月末

基本ポートフォリオ

100%

―

100%

令和元年度
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年金積立金の運用状況の概要②（令和元年度 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

国内債券 ＋0.13% ＋0.13% ＋0.13% ＋0.12% ＋0.51%

短期資産 ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00%

合 計 ＋0.13% ＋0.13% ＋0.13% ＋0.12% ＋0.50%

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）

第４四半期
（1-3月）

令和元年度通期
（4-3月）

（参考） ベンチマーク収益率

国内債券 ＋0.91% ＋0.40% ▲1.05% ▲0.43% ▲0.18%

国内株式 ▲2.35% ＋3.39% ＋8.59% ▲17.45% ▲9.50%

外国債券 ＋0.73% ＋1.32% ＋0.52% ＋1.74% ＋4.37%

外国株式 ＋1.25% ＋0.17% ＋9.78% ▲22.14% ▲13.31%

短期資産 － ― ― ― ―

合 計 ＋0.26% ＋1.30% ＋4.23% ▲10.09% ▲4.83%

通期
（4-3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）

第４四半期
（1-3月）

（参考） ベンチマーク収益率

国内債券 ＋0.91% ＋0.40% ▲1.05% ▲0.43% ▲0.18%

国内株式 ▲2.35% ＋3.39% ＋8.59% ▲17.45% ▲9.50%

外国債券 ＋0.73% ＋1.32% ＋0.52% ＋1.74% ＋4.37%

外国株式 ＋1.25% ＋0.17% ＋9.78% ▲22.14% ▲13.31%

短期資産 － ― ― ― ―

合 計 ＋0.26% ＋1.30% ＋4.23% ▲10.09% ▲4.83%

第１四半期
（4-6月）

第２四半期
（7-9月）

第３四半期
（10-12月）

第４四半期
（1-3月）

通期
（4-3月）

令和元年度

国内債券 ＋1.01% ＋0.36% ▲0.72% ▲0.53% ＋0.13%

国内株式 ▲2.40% ＋3.37% ＋8.67% ▲17.62% ▲9.58%

外国債券 ＋0.68% ＋1.34% ＋0.79% ＋1.02% ＋3.88%

外国株式 ＋1.23% ＋0.17% ＋9.55% ▲21.87% ▲12.35%

短期資産 ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00%

合 計 ＋0.19% ＋1.11% ＋4 .21% ▲9.67% ▲4.60%

ベンチマーク収益率 ＋0.26% ＋1.30% ＋4.23% ▲10.09% ▲4.83%
GPIF ＋0.16% ＋1.14% ＋4.61% ▲10.71% ▲5.20%

地方公務員共済全体 ＋0.11% ＋1.12% ＋4.26% ▲9.88% ▲4.81%

第４四半期
（1-3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
（4-3月）

国内債券 ＋0.68% ＋0.31% ▲0.76% ▲0.60% ▲0.34%

国内株式 ▲2.41% ＋3.35% ＋8.71% ▲17.52% ▲9.00%

外国債券 ＋0.73% ＋1.34% ＋0.70% ＋1.25% ＋4.07%

外国株式 ＋1.28% ＋0.16% ＋9.56% ▲22.23% ▲13.33%

短期資産 ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00% ＋0.00%

合 計 ＋0.06% ＋1.17% ＋4.33% ▲10.16% ▲4.97%

ベンチマーク収益率 ＋0.26% ＋1.30% ＋4.23% ▲10.09% ▲4.83%

地方公務員共済全体 ＋0.03% ＋1.14% ＋4.38% ▲10.03% ▲4.85%

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）

第４四半期
（1-3月）

令和元年度通期
（4-3月）
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令和２年度第１四半期 市場環境①

○ベンチマーク収益率の推移（全体）

（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

第１四半期は、新型コロナウイルスのワクチン開発や経済活動再開への期待から、内外株式は上昇し、国内債券は下落しまし

た。外国債券は米欧の金融緩和策の長期化観測などで上昇しました。

4月 5月 6月 第1四半期

国内債券 NOMURA-BPI総合 0.34％ ▲0.43％ ▲0.40％ ▲0.49％

国内株式 TOPIX（配当込み） 4.35％ 6.82％ ▲0.19％ 11.25％

外国債券 FTSE世界国債（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 0.20％ 1.29％ 1.09％ 2.60％

外国株式 MSCI ACWI ex. JAPAN（円ベース、配当込み） 10.15％ 5.07％ 3.63％ 19.94％

3.76％ 3.19％ 1.03％ 8.17％

資産区分 ベンチマーク
収 益 率

合　計

令和2年度第1四半期

(注）令和２年３月３１日を１００とする。
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令和２年度第１四半期 市場環境②

〇ベンチマーク
国内債券: NOMURA-BPI総合 国内株式: TOPIX（配当込） 外国債券:FTSE世界国債（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 外国株式:MSCI ACWI ex. JAPAN（円ベース、配当込み）

令和2年度第1四半期

国内債券市場

１０年国債利回りは、４月下旬に日銀が国債買入額の上限

を撤廃したことから一時低下しました。その後、株価上昇や

大型経済対策に伴う国債増発懸念から上昇に転じ、第１四半

期のベンチマーク収益率は▲０．４９％となりました。

外国債券市場

米国１０年国債利回りは、新型コロナウイルス新規感染者

数の鈍化や米経済指標の改善などから一時上昇する場面があ

りましたが、米金融緩和策の長期化観測や感染第２波への懸

念から概ねもみ合う展開となりました。ドイツ１０年国債利

回りは、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金融緩和策等で低下した

後、経済活動再開への期待や感染第２波への懸念から一進一

退の展開となりました。為替はドル／円がほぼ横ばい、ユー

ロ／円が円安となり、第１四半期のベンチマーク収益率は

＋２．６０％となりました。

国内株式市場

国内株式は、５月の連休明け以降、経済活動再開への期待

から上昇。６月に欧米での新型コロナウイルス感染第２波へ

の懸念などから一進一退の展開となったものの、欧米株式に

つられ期を通じて上昇基調で推移しました。第１四半期のベ

ンチマーク収益率は＋１１．２５％となりました。

外国株式市場

米国株式は、新型コロナウイルスのワクチン開発や景気回

復期待に加え、米経済指標の改善などから上昇基調で推移し

ました。ドイツ株式も、ユーロ圏の大型経済対策の合意や、

欧州復興基金案に対する期待から上昇しました。第１四半期

のベンチマーク収益率は＋１９．９４％となりました。
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令和２年度第１四半期 市場環境③

（出所）Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ

○市場指標

令和2年度第1四半期

令和2年3月末 令和2年4月末 令和2年5月末 令和2年6月末

国内債券 0.01 ▲ 0.04 0.00 0.03

2,167.60 2,261.88 2,416.04 2,411.45

18,917.01 20,193.69 21,877.89 22,288.14

0.67 0.64 0.65 0.66

▲ 0.47 ▲ 0.59 ▲ 0.45 ▲ 0.45

21,917.16 24,345.72 25,383.11 25,812.88

7,700.10 8,889.55 9,489.87 10,058.77

9,935.84 10,861.64 11,586.85 12,310.93

5,671.96 5,901.21 6,076.60 6,169.74

107.96 106.94 107.74 107.89

118.45 117.13 119.84 121.17

10年国債利回り　　　   　　（％）

国内株式
TOPIX配当込　　   　（ポイント）

日経平均株価　　　  　 　　（円）

外国債券
米国10年国債利回り　   　（％）

ドイツ10年国債利回り    　（％）

外国株式

NYダウ　　　　　　　　    　（ドル）

ナスダック            　（ポイント）

ドイツDAX            　（ポイント）

英国FTSE100       　（ポイント）

外国為替
ドル／円                    　（円）

ユーロ／円                 　（円）
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年金積立金の運用状況の概要①（令和２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

22,149 42.4% 17,394 33.7% 25% ±20%

うち短期資産 4,399 8.4% 937 1.8% ― ―

11,310 21.7% 12,633 24.5% 25% ±12%

8,063 15.4% 8,752 17.0% 25% ± 9%

10,702 20.5% 12,841 24.9% 25% ±11%

52,225 100.0% 51,620 100.0% 100% ―

令和2年度第1四半期　▲605億円

【年金収支】 ▲4,268億円

【運用収益】  ＋ 3,663億円

外 国 債 券

外 国 株 式

合 計

国 内 債 券

国 内 株 式

基本ポートフォリオ
資産区分

令和2年3月末 令和2年6月末

（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

20,092 37.9% 19,025 33.8% 25% ±20%

うち短期資産 559 1.1% 465 0.8% ― ―

12,400 23.4% 13,859 24.6% 25% ±12%

8,840 16.7% 9,444 16.8% 25% ± 9%

11,692 22.1% 14,030 24.9% 25% ±11%

53,024 100.0% 56,358 100.0% 100% ―

令和2年度第1四半期　3,334億円

【年金収支】 ▲ 707億円

【運用収益】  ＋ 4,041億円

合 計

外 国 債 券

外 国 株 式

国 内 債 券

国 内 株 式

基本ポートフォリオ
資産区分

令和2年3月末 令和2年6月末

（単位：億円） （参考）

簿価 構成割合 簿価 構成割合

4,460 97.4% 4,675 99.1%

120 2.6% 41 0.9%

4,581 100.0% 4,716 100.0%

令和2年度第1四半期　＋135億円

【年金収支】 ＋133億円、【運用収益】 ＋2億円

合 計

国内債券（短期除く）
100%

国内債券（短期資産）

資産区分
令和2年3月末 令和2年6月末

基本ポートフォリオ

令和2年度第1四半期
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年金積立金の運用状況の概要②（令和２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

▲0.19%

うち短期資産 ＋0.00%

＋11.83%

＋2.97%

＋20.02%

＋7.40%

＋8.17%

＋8.30%
＋7.73%地方公務員共済全体

外 国 債 券

外 国 株 式

合 計

ベンチマーク収益率

GPIF

国 内 債 券

国 内 株 式

資産区分
第１四半期
（4-6月）

（参考） ベンチマーク収益率

＋11.25%

＋2.60%

＋19.94%

＋8.17%

外 国 債 券

外 国 株 式

合 計

国 内 債 券 ▲0.49%

第１四半期
（4-6月）

国 内 株 式

▲0.05%

うち短期資産 ＋0.00%

＋11.90%

＋2.88%

＋20.02%

＋7.70%

＋8.17%

＋7.87%

合 計

ベンチマーク収益率

地方公務員共済全体

外 国 債 券

外 国 株 式

国 内 債 券

国 内 株 式

資産区分
第１四半期
（4-6月）

（参考） ベンチマーク収益率

＋11.25%

＋2.60%

＋19.94%

＋8.17%合 計

外 国 債 券

外 国 株 式

国 内 債 券 ▲0.49%

第１四半期

（4-6月）

国 内 株 式

＋0.12%

＋0.00%

＋0.11%合 計

国内債券（短期除く）

国内債券（短期資産）

資産区分
第１四半期
（4-6月）

令和2年度第1四半期
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