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●投資環境（2020年度）

●運用実績の推移および運用方針

日本株式市場

当年度、日本株式市場は上昇しました。

前年度末に新型コロナウイルス感染拡大の影響が懸念され急落した日本株式市場は、主要各国の大規模な財政・金融

政策などが好感され年央にかけて回復しましたが、その後は11月の米国大統領選挙を控えて政治的な不確実性が高まっ

たことなどから方向感のない展開となりました。年度後半は、米国大統領選挙でバイデン民主党候補の勝利を受けた大型

財政出動への期待や、欧米で新型コロナウイルスワクチン実用化への期待が高まったことなどから、日本株式市場は上昇

しました。米国の財政支出拡大などによる長期金利の上昇が嫌気され日本株式市場は弱含む局面もありましたが、米国

の追加経済対策成立への期待から年度末にかけて堅調に推移しました。

外国株式市場

当年度、外国株式市場は上昇しました。

年度前半は、新型コロナ感染拡大による都市封鎖が解除されたことに伴う経済活動の再開や、米国などで景気回復を示

す経済指標が発表されたことなどが好感され、外国株式市場は上昇基調で推移しました。その後は、欧州などで新型コロ

ナの感染者数が増加し都市封鎖が再度実施される懸念が高まったことなどから、外国株式市場は下落する場面もありま

したが、欧米の製薬会社が開発したワクチンが有効性を示したことなどが好感され、外国株式市場は上昇しました。年度末

にかけても、米国で大規模な財政支援策が成立したことなどを背景に外国株式市場は上昇基調が続きました。

日本債券市場

当年度、10年国債利回りはおおむね横ばいとなりました。

年度初、新型コロナの感染拡大を背景に不安定化した金融市場が落ち着きを取り戻したことに伴い、10年国債利回りは

低下しました。その後、安倍首相の退陣や米国大統領選挙などの政治的な不透明感のほか、新型コロナの感染動向など

が意識され、10年国債利回りは0～0.05％程度の狭いレンジ圏で推移しました。2021年以降、主要国の景気回復期待など

を背景に10年国債利回りは一時0.17％程度まで上昇する局面もありましたが、その後は各国中央銀行の金融緩和姿勢の

維持などを背景とした投資家の需要回復に伴い低下し、0.10％程度の水準で年度を終えました。

外国債券市場

当年度、米国債利回りは上昇しました。

年度前半から半ばにかけて、米国での新型コロナの感染拡大や、FRB （米連邦準備制度理事会） が2023年末までゼロ

金利政策の維持を表明したことなどを受けて、米国債利回りはおおむね低位で推移しました。年度末にかけてはバイデン

米大統領による大規模な財政支援策が成立したことなどを背景に米国債利回りは大幅に上昇しました。

ドイツ国債利回りは小幅に上昇しました。

年度初、欧州において新型コロナの感染が拡大し、ユーロ圏の経済指標が悪化したことなどを受けてドイツ国債利回りは

低下しました。その後も、欧州での新型コロナの感染再拡大や英国の合意なきEU （欧州連合） 離脱懸念の高まりなどに

より、ドイツ国債利回りは低下基調で推移しました。年度末にかけては、欧州復興基金の設立などを受けて、ドイツ国債利

回りは上昇基調で推移しました。

外国為替市場

米ドル円相場は、円安米ドル高となりました。年度前半から半ばにかけて、新型コロナの感染拡大を受けてFRBが大規模

な金融緩和政策を講じたことや2023年末までのゼロ金利政策維持を表明したことなどを背景に円高米ドル安基調となりま

した。2021年以降は、米国で大型の追加経済対策実現への期待や新型コロナワクチンの接種進展などを背景に米国経

済の先行きに対する懸念が後退し、円安米ドル高が進行しました。

ユーロ円為替レートは、欧州復興基金の設立などを背景に円安ユーロ高が進行しました。

2020年度 特別勘定の現況

①当期の運用実績の推移	 各特別勘定の運用状況をご参照ください。

②当期の運用方針	 当社は、 各特別勘定の運用方針に従い、 特別勘定の運用を実施しました。

③今後の運用方針	 当社は、 今後とも、 各特別勘定の運用方針に従い、 特別勘定の運用を行う方針です。

当社は2020年度決算（決算日： 2021年3月31日）を行いました。 当資料は2020年度の運用状況をご報告するものです。

3ページ以降は特別勘定レポート（2021年4月発行（2021年3月末現在））からの抜粋となります。 最新の運用状況は当社ホームページにてご確認

いただけます。
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特別勘定の運用状況 2021年3月末現在

マーケットコメント 2021年3月末現在

■国内株式市場
3月の国内株式市場は、 TOPIXは4.80％上昇 （TOPIX （配当込み） は5.71％上昇）、 日経平均株価は0.73％上昇しました。 上旬は、 バイデン米政権の1.9兆米
ドル規模の財政支援策早期成立への期待が高まるなか、 米国債利回りの上昇を伴いながら、 世界の株式市場に連動して国内株式市場は上昇しました。 中旬は、
各国の中央銀行が緩和的な金融政策を長期にわたって継続する姿勢を示したことが好感され、 世界的に株式市場が上昇するなか、 国内株式市場も上昇しました。
下旬は、 欧州を中心に感染力の強い変異型コロナウイルスの感染が拡大していることや、 巨額損失を出した投資会社との取引に関連して世界の大手金融機関が
最大数千億円規模の損失を被ったと発表したことなどが嫌気されて、 国内株式市場は下落しましたが、 前月末対比では上昇して当月を終えました。 今後の国内株
式市場は、 足元では新型コロナウイルスの新規感染者数が増加傾向に転じたほかワクチン接種の遅れにより、 経済活動の本格的な再開までしばらく時間がかかる
ことが予想され、 今後、 新規感染者数が再び拡大した場合には株式市場の上値を抑えると考えられる一方、 米国などの先進国ではワクチン接種の進展に伴い経
済活動の本格的な再開が期待されることから、 おおむね横ばいでの推移を予想します。
■国内債券市場
3月の国内長期金利 （10年国債利回り） は、 低下しました。 3月に入り、 投資家の押し目買いに支えられ長期金利は一旦低下しましたが、 日銀金融政策会合での
公表を控え 「2％の物価目標を実現するためのより効果的で持続的な金融緩和の点検」 の内容を巡る市場参加者の思惑や、 海外債券市場の動向に左右され、 月
中旬にかけて10年国債利回りは狭いレンジ内で方向感の無い展開が継続しました。 日銀金融政策決定会合後は、 緩和的な金融政策が継続するとの見方が大勢
を占めたことから、 債券市場は落ち着きを取り戻し10年国債利回りは低下基調となりました。 月末にかけては、 海外の国債利回りの上昇を背景に10年国債利回り
も小幅に上昇しましたが、 前月末より低下した0.10％程度の水準で当月を終えました。 今後の国内債券市場は、 短期的な需給要因の変化や海外債券市場の動向
に左右され一時的に不安定化する可能性はありますが、 3月の日銀金融政策決定会合後、 市場参加者の間では緩和的な金融政策は今後も継続するとの見方が
大勢を占めていることから、 基本的には狭いレンジ内で底堅く推移すると考えます。
■海外株式市場
3月の海外株式市場は上昇しました。 月前半、 2月の米国非農業部門雇用者数が事前予想を上回る伸びとなったことが好感されたほか、 米国連邦議会で協議され
ていた1.9兆米ドル規模の追加経済対策法案が成立したことで景気回復期待が高まり、 海外株式市場は上昇しました。 月後半は、 引き続き景気回復期待の高まり
がプラス要因となった一方、 欧州で新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて、 一部の国が経済活動の制限を行ったことや、 米国債利回りの上昇など
がマイナス要因となり、 海外株式市場はおおむね横ばいで推移し、 前月末対比では上昇して当月を終えました。 今後の海外株式市場は、 米国で成立した1.9兆米
ドル規模の追加財政支援策や、 8年間で2兆米ドル規模のインフラ投資計画が発表されたこと、 さらにFRB （米連邦準備制度理事会） による金融緩和などが株式
市場の下支え要因となり、 中長期的には緩やかな上昇基調が継続すると想定しています。
■海外債券市場
3月の米国債利回りは上昇しました。 月上旬は、 パウエルFRB議長が足もとの米国債利回りの上昇に警戒感を示したものの、 具体策への言及がなかったことなど
を背景として米国債利回りは上昇しました。 月央は、 米国のインフラ投資を中心とした第2弾の財政支援策が3兆米ドルの規模に達する可能性が浮上したことを背
景に米国債利回りは一段と上昇しました。 その後、 米国債利回りが低下する局面もありましたが、 前月末対比では上昇しました。 ドイツ国債利回りは小幅に低下し
ました。 月前半は、 ECB （欧州中央銀行） が今後3カ月間、 PEPP （パンデミック緊急購入プログラム） による債券の購入をこれまでより速いペースで実施すること
を声明文に明記したことから、 ドイツ国債利回りは低下基調となりました。 その後は、 欧州での新型コロナウイルスの感染再拡大などの影響もあり、 前月末対比小
幅に低下しました。 新興国債券と先進国債券のスプレッド （利回り格差） は、 先進国の中央銀行が大規模な金融緩和を実施していることを背景に低位で安定推移
し、 おおむね横ばいとなりました。 今後の米国債利回りは、 新型コロナウイルスワクチンの普及や財政支援策による景気下支えから、 上昇圧力がかかりやすい局
面が続くと予想します。 また、 ドイツ国債利回りは、 欧州で新型コロナウイルスの感染再拡大などへの懸念があるものの、 経済活動の再開への期待は依然として
高いことから、 緩やかに上昇する展開を想定します。
■為替市場
3月の米ドル円為替レートは、 円安米ドル高となりました。 月上旬は、 パウエルFRB議長が足もとの米国債利回りの上昇に警戒感を示したものの、 具体策への言
及がなかったことなどを背景として米国債利回りが上昇し、 円安米ドル高が進みました。 月央はおおむね横ばいで推移しましたが、 月末にかけて米国債利回りが一
段と上昇したことから、 円安米ドル高となりました。 ユーロ円為替レートは、 円安ユーロ高となりました。 月前半は、 投資家のリスク選好度が高まったことなどを背
景として円安ユーロ高が進みました。 月後半は、 欧州で新型コロナウイルスの感染が再拡大し、 一時円高ユーロ安が進行しましたが、 月末にかけて円安が進み、
前月末対比円安ユーロ高となりました。 今後の米ドル円為替レートは、 バイデン米政権によるインフラ投資計画をはじめとした経済政策や新型コロナウイルスワクチ
ン普及への期待から米国債利回りには上昇圧力がかかりやすく、 円安米ドル高基調の継続を予想します。 また、 ユーロ円為替レートは、 日欧中銀の緩和姿勢が
継続しているなかで、 両国金利差も横ばい圏での推移が見込まれることから、 当面横ばい圏での推移を予想します。

（現地月末ベースです。）

・ グッドニュース （年金受取総額保証付変額個人年金保険GF） は特別勘定で運用を行う商品です。 特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、 
当商品は投資信託とは異なる商品です。 また、 当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、 ご契約者が直接投資信託を 
保有するものではありません。

・当資料は、 生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、 特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。 ユニットプライス算出のためには、 組入ファンドの損益に、 
保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、 保険関係費用等を加味する必要があります。

・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、 将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

ユニットプライス
2021年3月末現在

ユニットプライス
2021年3月末現在
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※ユニットプライスは小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。 期間収益率は、 小数点第3位を四捨五入しています。
※ユニットプライス （単位価格） とは、各特別勘定資産の積立金の１ユニット （単位） に対する価格のことをいい、特別勘定資産の評価を反映しています。

●特別勘定　ユニットプライスの推移と期間収益率

作成：東京海上アセットマネジメント
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●特別勘定資産の内訳（2020年度末）
（単位 ：百万円）

区分
金額

世界バランス40TMA 世界バランス50TMA

現預金 ・ コールローン 9 22

有価証券 191 404

公社債 - -

株式 - -

外国証券 - -

公社債 - -

株式等 - -

その他の証券 191 404

貸付金 - -

その他 1 5

貸倒引当金 - -

合計 202 431

※単位未満切捨て

●特別勘定の運用収支状況（2020年度）
（単位 ：百万円）

区分
金額

世界バランス40TMA 世界バランス50TMA

利息配当金等収入 43 51

有価証券売却益 - -

有価証券償還益 - -

有価証券評価益 54 123

為替差益 - -

金融派生商品収益 - -

その他の収益 - -

有価証券売却損 - -

有価証券償還損 - -

有価証券評価損 52 84

為替差損 - -

金融派生商品費用 - -

その他の費用及び損失 - -

収支差額 45 90

※単位未満切捨て

●有価証券の売買状況（2020年度）
（単位 ：千口、 千円）

特別勘定の名称 銘柄
買付 売付

口数 金額 口数 金額

世界バランス40TMA

TMA日本株式インデックスVA* 3,754 5,930 22,140 26,761

TMA外国株式インデックスVA* 2,376 5,670 16,779 26,085

TMA日本債券インデックスVA* 8,246 10,200 23,760 27,537

TMA外国債券インデックスVA* 8,946 14,130 24,735 29,824

世界バランス50TMA

TMA日本株式インデックスVA* 10,059 17,380 24,083 29,395

TMA外国株式インデックスVA* 7,710 19,850 27,342 41,094

TMA日本債券インデックスVA* 23,480 29,000 19,763 22,549

TMA外国債券インデックスVA* 10,444 16,540 10,053 12,197

※単位未満切捨て
* 適格機関投資家限定

●保有契約高（2020年度末）
（単位 ：件、 百万円）

項目 件数 金額

年金受取総額保証付変額個人年金保険GF　グッドニュース 115 605

※単位未満切捨て

●特別勘定の運用状況　ユニットプライスの推移と期間収益率（2020年度末）
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特別勘定の内容

特別勘定の名称

運用資産

投資対象となる投資信託 運用会社

資産配分
純資産
総額

(百万円)

株式 債券
資産額
（百万円）

配分
日
本

外
国

日
本

外
国

世界バランス
40TMA

● TMA日本株式インデックスVA＊

東京海上アセット
マネジメント

● TMA外国株式インデックスVA＊

● TMA日本債券インデックスVA＊

● TMA外国債券インデックスVA＊

現預金その他 -

世界バランス
50TMA

● TMA日本株式インデックスVA＊

東京海上アセット
マネジメント

● TMA外国株式インデックスVA＊

● TMA日本債券インデックスVA＊

● TMA外国債券インデックスVA＊

現預金その他 -

*適格機関投資家限定

特別勘定の運用状況
2021年3月末現在

84 19.8%

425

129 30.5%

106 24.9%

84 19.8%

20 4.9%

39 19.8%

200

41 20.7%

50 25.0%

60 30.0%

9 4.6%

●特別勘定　純資産総額の内訳

※1

0.2992%※2

(税抜0.272%）程度

0.2992%※2

(税抜0.272%）程度

※1

※2 �2020年10月1日より資産運用関係費用（年率）は、0.33%（税抜0.3%）程度から、0.2992%（税抜0.272%）程度に変更となりました。

※1

3
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■ 組入投資信託名：　　　　　　　　　　 ＴＭＡ日本株式インデックスVA<適格機関投資家限定>

■ 投資信託委託会社：　　　　　　　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社

■ 組入投資信託の運用方針：

■ ベンチマーク：　　　　　　　　　　　　　 TOPIX

■ 基準価額、純資産総額 ■ 基準価額の推移グラフ（税引前分配金再投資）

■ 資産構成

■ 騰落率（税引前分配金再投資、％）

出所：ブルームバーグ

■ 組入上位10銘柄等

当ファンド +5.68  +21.47  

ベンチマーク +4.80  +20.21  

内先物等組入比率 6.8   

現金等比率 -0.2   

直近1カ月 直近6カ月

比率（％)

実質組入比率 100.2   

内現物等組入比率 93.3   

TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目標で運用を行う「ＴＭ
Ａ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券」（以下「マザーファンド受益証券」といいま
す。）に投資します。

基準価額 20,557円 

純資産総額 838 百万円 

組入投資信託の運用状況 2021年3月末現在
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注）当資料は信頼できると思われる情報に基づき東京海上アセットマネジメントにより作成されていますが、東京海上アセットマネジメントはその正確性、
完全性を保証するものではありません。

※ベンチマークはTOPIXで、上記グラフ上、ベンチマークは設定日の前日を10,000円として指数化しております（設定日：2005年8月18日）。 ※TOPIXに関する知的財産権その他

一切の権利は東京証券取引所に帰属します。※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。※基準価額は1万口当たりで、信託報酬控

除後のものです。

【特別勘定名】 【特別勘定が利用するファンド名：日本株式】

ＴＭＡ日本株式インデックスVA＜適格機関投資家限定＞
世界バランス40TMA

世界バランス50TMA

グッドニュース（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる

商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。

当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。

特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に

備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。

当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社から提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あ

んしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

当該投資信託は、適格機関投資家専用に設定された投資信託です。このため、ご契約者は、当該投資信託を直接購入することはできません。

・

・

・

・

・

・

※組入上位10銘柄・組入上位10業種はマザーファンド（ＴＭＡ日本株ＴＯＰＩＸマザーファンド）ベースです。※業種名は弊社独自の21業種分類です。※比率はマザーファン

ドの純資産総額に占める割合です。※株式（現物）には、新株予約権証券を含む場合があります。

組入上位10銘柄

10 日本電信電話 通信 1.13

9 武田薬品工業 医薬品・ヘルスケア 1.15

8 信越化学工業 基礎素材 1.17

7 任天堂 ソフトウェア 1.23

6 リクルート ＨＤ サービス 1.29

5 三菱ＵＦＪ ＦＧ 銀行 1.39

4 キーエンス 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 1.72

3 ソフトバンクグループ 通信 2.53

2 ソニー 民生用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2.53

1 トヨタ自動車 自動車 3.05

（組入銘柄数： 1077銘柄）

No 銘柄 業種名 比率（％）
組入上位10業種

4.2310 運輸

5.02

9 建設・住宅・不動産 4.56

8 銀行

5.11

7 通信 5.07

6 電子部品

6.62

5 基礎素材 5.97

4 機械

7.58

3 自動車 7.55

2 医薬品・ヘルスケア

No 業種名 比率（％）

1 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 8.96

3
4
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■ 組入投資信託名：　　　　　　　　　　　　ＴＭＡ外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>

■ 投資信託委託会社：　　　　　　　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社

■ 組入投資信託の運用方針：

■ ベンチマーク：　　　　　　　　　　　　　　MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）

■ 基準価額、純資産総額 ■ 基準価額の推移グラフ（税引前分配金再投資）

■ 資産構成

■ 騰落率（税引前分配金再投資、％）

■ 組入上位10銘柄等

当ファンド +6.74  +25.50  

ベンチマーク +6.05  +25.44  

内先物等組入比率 2.8   

現金等比率 -3.1   

直近1カ月 直近6カ月

比率(％)

実質組入比率 103.1   

内現物等組入比率 100.4   

MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標と
し、主として同じ目標で運用を行う「ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド受益
証券」（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）に投資します。

基準価額 32,568円 

純資産総額 183 百万円 

組入投資信託の運用状況 2021年3月末現在
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注）当資料は信頼できると思われる情報に基づき東京海上アセットマネジメントにより作成されていますが、東京海上アセットマネジメントはその正確性、
完全性を保証するものではありません。

【特別勘定名】 【特別勘定が利用するファンド名：外国株式】

ＴＭＡ外国株式インデックスVA＜適格機関投資家限定＞
世界バランス40TMA

世界バランス50TMA

※ベンチマークはMSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）で、上記グラフ設定日を10,000円として指数化しております（設定日：2005年9月26日）。

※MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。

同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCIの許諾

なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCIは当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。※基準価額は1万口当たりで、信託報酬控除後のものです。

グッドニュース（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる

商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。

当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。

特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に

備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。

当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社から提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あ

んしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

当該投資信託は、適格機関投資家専用に設定された投資信託です。このため、ご契約者は、当該投資信託を直接購入することはできません。

・

・

・

・

・

・

※組入上位10銘柄・組入上位10カ国・組入上位10業種はマザーファンド（ＴＭＡ外国株式インデックスマザーファンド）ベースです。※比率はマザーファンドの純資産総額に

占める割合です。

組入上位10銘柄 （組入銘柄数：1023銘柄）

10 VISA INC-CLASS A SHARES アメリカ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 0.71

9 JOHNSON & JOHNSON アメリカ 医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 0.88

8 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 銀行 0.95

7 TESLA INC アメリカ 自動車･自動車部品 0.99

6 ALPHABET INC-CL C アメリカ ﾒﾃﾞｨｱ･娯楽 1.22

5 ALPHABET INC-CL A アメリカ ﾒﾃﾞｨｱ･娯楽 1.26

4 FACEBOOK INC-A アメリカ ﾒﾃﾞｨｱ･娯楽 1.41

3 AMAZON.COM INC アメリカ 小売 2.65

2 MICROSOFT CORP アメリカ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 3.37

1 APPLE INC アメリカ ﾃｸﾉﾛｼﾞ ･ーﾊ ﾄーﾞｳｪｱおよび機器 4.12

No 銘柄 国名 業種 比率（％）

組入上位10カ国

10 香港 1.13

9 スウェーデン 1.20

8 オランダ 1.41

7 オーストラリア 2.32

6 スイス 3.06

5 ドイツ 3.17

4 カナダ 3.52

3 フランス 3.57

2 イギリス 4.71

1 アメリカ 71.95

No 国名 比率（％）

組入上位10業種

半導体･半導体製造装置 4.5410

ﾍﾙｽｹｱ機器･ｻｰﾋﾞｽ 5.24

9 各種金融 4.64

8

小売 5.84

7 ﾃｸﾉﾛｼﾞ ･ーﾊ ﾄーﾞｳｪｱおよ び機器 5.70

6

資本財 6.79

5 銀行 6.32

4

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 7.40

3 ﾒﾃﾞｨｱ･娯楽 7.18

2

業種 比率（％）

1 ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 11.52

No

4
5
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■ 組入投資信託名：　　　　　　　　　　　 ＴＭＡ日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>

■ 投資信託委託会社：　　　　　　　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社

■ 組入投資信託の運用方針：

■ ベンチマーク：　　　　　　　　　　　　　　NOMURA-BPI（総合）

■ 基準価額、純資産総額 ■ 基準価額の推移グラフ（税引前分配金再投資）

■ 資産構成

■ 騰落率（税引前分配金再投資、％）

■ 組入上位10銘柄等

当ファンド +0.67  -0.59  

ベンチマーク +0.70  -0.39  

内先物等組入比率 -   

現金等比率 -0.4   

直近1カ月 直近6カ月

比率（％)

実質組入比率 100.4   

内現物等組入比率 100.4   

NOMURA-BPI（総合）に連動する投資成果の達成を目標とし、主として同じ目
標で運用を行う「ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド受益証券」（以下
「マザーファンド受益証券」といいます。）に投資します。

基準価額 12,289円 

純資産総額 178 百万円 

組入投資信託の運用状況 2021年3月末現在
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注）当資料は信頼できると思われる情報に基づき東京海上アセットマネジメントにより作成されていますが、東京海上アセットマネジメントはその正確性、
完全性を保証するものではありません。

※ベンチマークはNOMURA-BPI（総合）で、上記グラフ上設定日を10,000円として指数化しております（設定日：2005年9月29日）。 NOMURA-BPI（総合）とは、野村證券が公表す

る日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。NOMURA-BPIは、野村證券の知的財産です。野村證券は、当ファンドの運用成績などに関し、何ら責

任を負うものではありません。※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。 ※基準価額は1万口当たりで、信託報酬控除後のもので

す。

【特別勘定名】 【特別勘定が利用するファンド名：日本債券】

ＴＭＡ日本債券インデックスVA＜適格機関投資家限定＞
世界バランス40TMA

世界バランス50TMA

グッドニュース（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる

商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。

当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。

特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に

備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。

当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社から提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あ

んしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

当該投資信託は、適格機関投資家専用に設定された投資信託です。このため、ご契約者は、当該投資信託を直接購入することはできません。

・

・

・

・

・

・

※組入上位10銘柄・債券種別比率・ポートフォリオの状況はマザーファンド（ＴＭＡ日本債券インデックスマザーファンド）

ベースです。※比率はマザーファンドの純資産総額に占める割合です。※ポートフォリオの状況は、途中償還等を考慮し

て計算しています。

組入上位10銘柄

5 第144回利付国債(5年) 0.10 2025/06/20 1.37 

6 第138回利付国債(5年) 0.10 2023/12/20 1.36 

7 第359回利付国債(10年) 0.10 2030/06/20 1.32 

9 第141回利付国債(5年) 0.10 2024/09/20 1.26 

3 第135回利付国債(5年) 0.10 2023/03/20 1.76 

4 第136回利付国債(5年) 0.10 2023/06/20 1.51 

10 第137回利付国債(5年) 0.10 2023/09/20 1.26 

1 第133回利付国債(5年) 0.10 2022/09/20 2.22 

2 第349回利付国債(10年) 0.10 2027/12/20 1.82 

8 第140回利付国債(5年) 0.10 2024/06/20 1.29 

No 銘柄 利率（％） 償還日 比率（％）

（組入銘柄数：225銘柄） 債券種別比率

国債

地方債

政府保証債

金融債

事業債

円建外債

MBS・ABS

ポートフォリオの状況

平均残存年数（年） 10.09

平均修正デュレーション 9.39 

平均最終利回り（複利、％） 0.12 

平均クーポン（％） 0.70 

種　　　　　別 比率（％）

89.26

4.71

1.52

- 

3.78

- 

0.95

5
6
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■ 組入投資信託名：　　　　　　　　　　　　ＴＭＡ外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>

■ 投資信託委託会社：　　　　　　　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社

■ 組入投資信託の運用方針：

■ ベンチマーク：　　　　　　　　　　　　　　FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

■ 基準価額、純資産総額 ■ 基準価額の推移グラフ（税引前分配金再投資）

■ 資産構成

■ 騰落率（税引前分配金再投資、％）

出所：ブルームバーグ

■ 組入上位10銘柄等

組入上位10銘柄 通貨別比率（組入上位5通貨）

ポートフォリオの状況

平均残存期間(年） 9.58

10 米国債 1.750 2022/02/28 米ドル 0.70 平均修正デュレーション 7.92 

9 米国債 1.625 2022/08/15 米ドル 0.71

平均最終利回り（複利、％） 0.63 

8 米国債 1.750 2023/05/15 米ドル 0.72 平均クーポン（％） 2.14 

7 米国債 1.750 2024/12/31 米ドル 0.72

6 米国債 2.500 2024/05/15 米ドル 0.74

オーストラリア・ドル 2.33

5 米国債 1.625 2026/02/15 米ドル 0.86 カナダ・ドル 1.83

4 米国債 2.750 2023/11/15 米ドル 0.89

ユーロ 40.26

3 米国債 2.750 2028/02/15 米ドル 0.91 英ポンド 6.64

2 米国債 2.000 2025/08/15 米ドル 1.17

通貨 比率（％）

1 米国債 2.250 2024/11/15 米ドル 1.18 米ドル 43.97

（組入銘柄数： 440銘柄）

No 銘柄 利率（％） 償還日 通貨 比率（％）

当ファンド +2.18  +1.36  

ベンチマーク +1.41  +1.26  

内先物等組入比率 -   

現金等比率 1.1   

直近1カ月 直近6カ月

比率(％)

実質組入比率 98.9   

内現物等組入比率 98.9   

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を
目標とし、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国債券インデックスマザーファンド
受益証券」（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）に投資します。

基準価額 16,228円 

純資産総額 170 百万円 

組入投資信託の運用状況 2021年3月末現在
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（円）
基準価額（税引前分配金再投資）

ベンチマーク

注）当資料は信頼できると思われる情報に基づき東京海上アセットマネジメントにより作成されていますが、東京海上アセットマネジメントはその正確性、
完全性を保証するものではありません。

※ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）で、上記グラフ上、ベンチマークは設定日を10,000円として指数化しております（設定日：2005年7
月29日）。※FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の
時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性
を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLC
に帰属します。※上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。※基準価額は1万口当たりで、信託報酬控除後のものです。

【特別勘定名】 【特別勘定が利用するファンド名：外国債券】

ＴＭＡ外国債券インデックスVA＜適格機関投資家限定＞
世界バランス40TMA

世界バランス50TMA

グッドニュース（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる

商品です。また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。

当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。

特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に

備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。

当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社から提供するものであり、当資料の内容に関して、東京海上日動あ

んしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

当該投資信託は、適格機関投資家専用に設定された投資信託です。このため、ご契約者は、当該投資信託を直接購入することはできません。

・

・

・

・

・

・

※組入上位10銘柄・通貨別比率・ポートフォリオの状況はマザーファンド（ＴＭＡ外国債券インデックスマザーファンド）ベースです。※比率はマザーファンドの純資

産総額に占める割合です。
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