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弊社見通しと今後の運用方針について

作成日 2020年３月23日

平素より、弊社および弊社ファンドへのご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2月下旬以降に感染拡大した新型コロナウイルスの影響で、国内外の株式市場は大きく下落し、債券市場では、急激
な金利低下後、上昇に転ずるなど値動きの激しい展開となっております。投資家の皆さま、販売会社の皆さまにおかれま
しては、気掛かりな状況が続いていることかと思います。
2008年9月に発生したリーマンショックでは、危機前の水準に戻るまで、米国株式、ドイツ株式は約2年、日本株式は
約4年を要しました。今回の新型コロナウイルスによる市場の混乱も、回復には相応の期間を要すると思われます。そのよ
うな中、弊社の国内債券運用、国内株式運用、外国債券運用、外国株式運用がどのように市場を捉え、今後どのよう
な運用方針で臨んでいるのかを纏めさせていただきました。多少なりとも、皆さまのご参考になれば幸いです。
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日米欧の主要指数の推移
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株式市場以上にREIT市場の下げも目立つ状況です
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出所：ファクトセットのデータを基に明治安田アセットマネジメント作成
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＊日本株式、J-REIT、日本10年国債は3/19時点

＊日本株式は東証株価指数（TOPIX）、米国株式はS&P500種株価指数、ドイツ株式はDAX指数、J-REITは東証REIT指数、米国REITは、
FTSE NAREIT Equity指数を使用しています。
それぞれの指数に関する知的財産権その他一切の権利は指数の発表元に帰属します。

※ 上記は過去の実績および弊社の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。最終ページのご留意事項を必ずお読みください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第405号
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
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国内債券について
《足元の市場動向》
3/9の国内外の株式市場の大きな下落を受け、日本の10年国債利回りは一時、-0.19%まで低下しました。その
後、流動性が極端に低下する中、国内債券市場では年度末を控えた換金売りが進み、海外の債券市場でも金利
が上昇に転じたため、日本の10年国債利回りは、3/19時点で0.08%に上昇しています。

《今後の見通し》

シングルA格債の信用スプレッド推移

景気には明確なマイナス要因
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が進んだこと
は、4-6月期頃までの景気に明確な下押し要因となると
考えます。
国内債券市場の金利水準は当面低位で推移
金融政策では、FRB（米連邦準備制度理事会）が緊
急利下げを２度行い、実質ゼロ金利に誘導し、ECB
（欧州中央銀行）は流動性供給の強化実施を発表
しています。日銀も、ETF買入増額や低利での貸出支
援策を強化し、イールドカーブ・コントロール政策も継続し
ていることから、国内債券市場の金利は低位で推移する
と考えています。
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出所：ファクトセットのデータを基に明治安田アセットマネジメント作成
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クレジット市場については、海外市場を中心にスプレッド
が変動しやすい状況が続くと想定しています。CDS市場
ではスプレッドが前回拡大時（2018年12月）を超え
2016年1月（原油価格下落および欧州銀行の収益
懸念）と同程度まで拡大しているため、神経質な動きを
予想しています。
一方で、日本の企業は過去の景気拡大局面で財務体
質を強化してきた企業が多く、新型コロナウイルスが業績
を直撃する一部のセクター（空運、旅行等）を除いて
は、海外ほどのスプレッド拡大は想定していません。また、
各国中央銀行による信用緩和策が矢継ぎ早に拡充さ
れてきたこと、大型の財政政策が準備されつつあることか
ら、4月以降徐々に市場が改善していくことを想定してい
ます。

《今後の運用方針（国内債券）》

（期間：2019年12月末~2020年3月18日）
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出所：Quickのデータを基に明治安田アセットマネジメント作成
金利戦略
金利の変動が大きいため、機動的にポジションを変更します。
イールドカーブ戦略
イールドカーブ上で極端に割高な年限、割安な年限が生じる可能性あり、機会を捉えてポジションを構築する方針です。
クレジット戦略
キャリー収益強化を企図した短・中期ゾーンの社債オーバーウェイトを継続する方針です。
ただし、海外クレジット市場の影響で悪化した国内のクレジット市場のセンチメント改善には時間がかかると思われ、長期
ゾーンでの社債の保有は引き続き抑制的とします。
※ 上記は過去の実績および弊社の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。最終ページのご留意事項を必ずお読みください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第405号
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
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国内株式について
《足元の市場動向》
新型コロナウイルスの感染拡大懸念で海外株式市場が大きく下落する中、国内株式＊も、3/9に原油価格急落など
の影響が加わり投資家の不安心理が拡大し5.6％下落（前日比）、3/13に東京オリンピックが延期または中止さ
れる可能性が出てきたことなどから5％下落（前日比）するなど、大きく下落する展開となりました。3/16に日本銀
行が緊急の政策決定会合にて金融緩和手段としてETF買入増額や低利での貸出支援策を強化しましたが、現在
のところ（3/19時点）はその効果は限定的となっています。
＊国内株式 TOPIX（東証株価指数）

《今後の見通し》
生産活動の停滞は企業業績に大きく影響
新型コロナウイルスの欧米各国への感染拡大を受け
て、グローバル経済は急速に減速し始めています。
生産活動の停滞を通じて企業業績に大きな影響を
与えるリスクが高まっていると考えています。
また、今回の問題で半世紀近く拡大してきたグローバ
ル化の流れが、移動や外出の制限で市場に変化を与
える可能性があると考えおり、注視していく所存です。
各国の対策に期待しますが、
当面は、神経質な相場展開を予想
各国の中央銀行及び政府による財政出動対応の効
果が期待されますが、恐怖指数がリーマンショック時並
みの水準にあるように海外市場の混乱が続いているこ
とから、国内株式市場も、神経質な相場展開が続くと
みていますが、市場心理が徐々に好転し、次第に株
価は回復に向かい始めると考えています。

《この急落局面で重視したこと》
1. 財務内容、特にキャッシュフローが悪い銘柄の投資
ウェイト引き下げ
2. 業種的に、不況抵抗力の強い業種、電力ガス、
鉄道等の投資ウェイト引き上げ
3. 政策で恩恵を受けると考える金融・財投関連銘柄
への投資を慎重に検討

恐怖指数（VIX指数）の推移
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出所：ファクトセットのデータを基に明治安田アセットマネジメント作成

｟今後の運用方針（国内株式）｠
反発局面へ備える
今後は相場の底入れ局面を模索する展開になるとみており、銘柄のリサーチを拡大し大きな反発局面への準備を
行います。
割安感のある銘柄の組入を積極的に検討
決算内容等を見極め割安感が強まった銘柄については積極的に組み入れを検討する方針です。割安で成長力の
ある銘柄の発掘に引き続き注力し、それら銘柄のバリュエーションに対する見方を変化させていく必要があると考えて
います。
※ 上記は過去の実績および弊社の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。最終ページのご留意事項を必ずお読みください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第405号
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会

3/4

MYAM Market Report

情報提供資料

弊社見通しと今後の運用方針について

作成日 2020年３月23日

外国債券について
《足元の市場動向》
3/9の欧米株式市場の大きな下落を受け、海外の債券市場も大きく混乱し、一時、米国10年国債は0.3%台、ド
イツ10年国債の利回りは-0.9%台にまで低下し、最低利回りを更新しました。その後、米国の緊急利下げ等があり
ましたが、キャッシュ化のため債券も換金売りされたため長期金利は上昇し、3/20時点で米国10年国債は0.85%、
ドイツ10年国債の利回りは-0.32%となっています。

《今後の見通しおよび運用方針（外国債券）》
短期金利は低位で推移
米国などの利下げにより短期金利は低位で推移すると考えます。
リスク回避が一巡すると長期金利は上昇へ
・欧米の債券市場は、引き続き、変動性の高い状況を想定しています。一方、各国で中央銀行による政策金利の
引き下げと資金流動性の供給が急ピッチで行われていることから、次第に景気見通しの不透明感は後退し、リスク
回避の動きが一巡すると、財政拡張で国債増発が行われることもあり、長期金利は上昇してくると考えています。
ポートフォリオは短期化する方針、クレジットセクターへの投資機会を狙います
その為、米国を中心に短期金利と長期金利の金利差は拡大すると考えています。市場の値動きが激しい状況であ
るため、慎重に状況を見極め、ポートフォリオの短期化を進めていく方針です。クレジットセクターは、当社が中心に投
資を行っている非国債銘柄は相対的に格付けが高い国際機関債、地方債、社債中心で、現状デフォルトを懸念さ
せる発行体はないと考えています。今後、市場変動性の低下してくれば、緩和的な金融環境下で好影響を受ける
セクターを中心に、クレジットセクターへの投資の好機になると考えています。

外国株式について
《足元の市場動向》
先週の米国株式は、新型コロナウイルスの影響で下落幅を拡大しています。感染拡大が止まらない中、原油価格の急
落で投資家の不安心理が強まった3/9以降は、大幅に下落する局面が目立ち、FRB（米連邦準備制度理事会）
の2度の緊急利下げやトランプ政権が1兆ドルを上回る景気対策を検討していることに対する市場の反応は今のところ
限定的です。また、欧州株式もパンデミック（世界的な大流行）の中心となっており、株式市場は軟調です。

《今後の見通しおよび運用方針（外国株式）》
値動きの荒い展開が続くと予想
各国による緊急経済対策が投資家の不安心理を多少和らげる効果はあるものの、欧米における感染者数の増加が
落ち着くまでは、景気や企業業績の大幅悪化に対する警戒感から、値動きの荒い展開となると予想します。
中期的に成長ができ、業績悪化以上に株価が下落した割安銘柄の買い増しを検討
4月以降も企業からは明確な業績ガイダンスが示されない可能性が高く、業績に対する不透明感が当面続くことから、
クオリティの高い安定成長株を中心に保有しつつ銘柄分散に留意する戦略を継続します。市場が一定の落ち着きを取
り戻すまでは銘柄入替には基本的に慎重姿勢としますが、中長期の成長が期待でき、かつ、予想される業績悪化以
上に株価が下落し、割安と判断できる銘柄については、新規組入れまたは買い増しを検討します。

弊社は、お客さまから選ばれる資産運用会社として、今後もクオリティの高い資産運用を提供して参りたいと考え
ております。今後とも、よろしくお願い申し上げます。
＜ご留意事項＞
●当資料は、明治安田アセットマネジメント株式会社がお客さまの投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、投資勧誘
を目的とするものではありません。また、法令にもとづく開示書類（目論見書等）ではありません。当資料は当社の個々のファンドの運用に影
響を与えるものではありません。●当資料は、信頼できると判断した情報等にもとづき作成していますが、内容の正確性、完全性を保証するも
のではありません。●当資料の内容は作成日における当社の見解に基づいており、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。また予告なしに変更することもあります。●投資に関する最終的な決定は、お客さま自身の判断でなさるようにお願いいたします。●当資
料に指数・統計資料等が記載される場合、それらに関する著作権等の一切の権利は、それらを作成・公表している各主体に帰属します。
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金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第405号
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会
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