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グローバル・バンクローンに投資する３つの理由
投資機会
欧州では現在、テクニカル要因により、ファンダメンタルズが示唆する水準以上にクレジット・スプレッドが拡大しています。 また、米国
と欧州の金融政策の乖離が拡がっています。 これらの要因が、米ドルベースの投資家に対し、欧州バンクローンへのエクスポージャー
拡大を検討する興味深い機会を提供しているものと私達は考えています。 

以下に、現環境において、米ドルベースの投資家にとって、欧州へのエクスポージャー拡大を含むグローバル・アプローチが有効であると
私達が考える３つの理由を記載します。

理由1:潜在的な利回り向上 

グローバル・アプローチは、米国外の非投資適格企業が発行するバンクローンにエクスポージャーを持つ事であり、米ドルベースの投資
家にとっては、欧州市場へのエクスポージャーを持つことを意味します。欧州ローンには欧州ローン独自のリスクがあるものの、グローバル
戦略を採用するメリットは大きいとベアリングスでは考えています。中でも、欧州企業が（ユーロ建てで）発行するバンクローンに投資
して追加的利回りを確保し、為替リスクを米ドルにヘッジする手法が大きなメリットをもたらすものと考えます。

潜在的な利回り向上の背景には２つの要因があります: 

1. クレジット・リスク対比で拡大した欧州のクレジット・スプレッド
2. マイナス金利の欧州におけるEULIBORフロアによるリターンの底上げ

1. B格バンクローンの例を例示目的のみで表示
出所：ベアリングスの市場観測　2018年6月26日現在
上記のシナリオが継続する保証はなく、事前の通告なく変更となる場合があります。

グラフ1: 米ドルベースの投資家にとっての欧州バンクローンによる潜在的な利回り向上1
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拡大したクレジット・スプレッド: 欧州バンクローンのスプレッドはここ数ヶ
月、ヘッドラインリスクに反応し（一部では大幅に）拡大しています。厳選さ
れた銘柄で構成される欧州のB格ポートフォリオは現在、400bps前後、
あるいはこれを上回るスプレッドを提供しています。これらのスプレッド拡大
は、欧州地域のGDPが堅調な伸びを示し、発行体のデフォルト率が低
位安定し、高い売上高およびEBITDAの伸びが維持されるなど、発行体
のファンダメンタルズが安定推移する中で起きています。

米国では、B格ポートフォリオのスプレッドは現在およそ350bpsとなってい
ます１。米国と欧州のスプレッド格差は、投資家が米国ではなく欧州のバ
ンクローンに投資するだけで、同じリスク水準で50bpsの利回り向上の可
能性があることを意味しています。

例（クレジット・スプレッド部分のみに限定）: ある企業が
LIBOR+350bpsのクーポンで米国で米ドル建てのローンを発行し
ます。この企業が、欧州で、ヘッドラインリスクによるボラティリティの結果
EULIBOR3+400bpsのクーポンでユーロ建てのローンを発行したとし
ます。当該発行体の米ドル建てローンに投資している米ドルベースの
投資家は、230bps+350bps、すなわち5.8％の利回りを得ること
ができます。この投資家が同じ発行体が発行するユーロ建てローンに
投資すれば、230bps4+400bps、すなわち6.3％の利回りを得ら
れることになります。

EULIBORフロアによるリターン底上げ: テクニカル要因によるスプレッド
格差の拡大はそれ自体も魅力的な投資機会となりますが、もう１つ追加
的な利回り獲得の要因となり得るのが0％のEULIBORフロアです。
 
基準金利（LIBORおよびEULIBOR）は、ローンが発行される地域の金
利と高い相関性を有します。このため、金利が上昇した米国ではLIBOR
が上昇しています。一方欧州では、EULIBORがマイナス圏に突入し現
在-30bps5程度で推移しています。EULIBORがマイナスな中でも投資
家が最低限の利回りを確保できるよう、欧州バンクローンの多くは０％の
EULIBORフロア、すなわち0％+クレジット・スプレッドのクーポン付で発行
されています。 

米ドルベースの投資家が0％のEULIBORフロアを持つ欧州バンク
ローンに投資し、対米ドルで為替ヘッジを行った場合、この投資家
は、EULIBORとEULIBORフロアの格差、すなわち上記の例で言うと
30bpsの利回りを確保できることになります。 

クレジットスプレッド格差とEULIBORフロアによるリターン底上げにより、米
ドルベースの投資家は、米国ローンの場合5.8%（230bps+350bps)
、欧州ローンの場合6.6%(230bps+400bps+30 bps)の利回りを
得ることができ、同等のリスクのもと利回りには80bpsの差が生じること
になります。 

理由 2: 現在のマクロ環境ではこの投資機会は12-18ヶ月継続する
可能性も 

欧州のGDP成長率は、2018年第1四半期にわずかに減速したものの、
過去12ヶ月堅調に推移しています。にもかかわらず、マクロ面でのボラティリ
ティ上昇、直近ではスペインとイタリアを巡る問題を受け、欧州中央銀行（
以下、ECB)が2019年後半まで利上げを行わないことを示唆するなど、
積極的な金融政策が行われない見通しとなっています。これは、欧州バ
ンクローンの基準金利が低位安定する可能性を意味し、米ドルベースの
投資家にとっては、とくに米国の金利（引いてはLIBOR)が上昇を続ける
環境において、この先もEULIBORフロアによるリターン底上げのメリットを
享受できる可能性があることを示唆しています。

ECBの積極的な利上げ路線を阻んでいるボラティリティの上昇は、発行
体のファンダメンタルズにほとんど、あるいは全く変化がないにもかかわらず、
米国と欧州のスプレッド格差を持続させる可能性があります。最近のイタ
リアが好例です。5月に新政権樹立に失敗したイタリアではポピュリスト政
党が主導する連立内閣が組閣され、イタリアの欧州連合（EU)脱退観
測が生じたことから、欧州全体で国債価格が急落し、スプレッドが拡大し
ました。しかし、欧州ローン市場に占めるイタリアの割合は2.3％3と非常に
小さく、かつ１社がその比率の大半を占めていることから、このヘッドライン・
ニュースは欧州のローン市場には概ね無関係だったと言えます。

米国と欧州のマクロ環境を比較すると、欧州のクレジット・スプレッド拡大
と低金利の長期化は、米ドルベースの投資家に対し今後12-18ヶ月上
述のような投資機会を提供するものと予想されます。また、ボラティリティ
の上昇時には、アクティブ運用が価値を生みやすいことも指摘に値しま
す。2011-2012年の欧州危機時には、アクティブ運用が短期的なボラテ
ィリティの低減に寄与しましたが、現在の環境、そして今後においても同様
のことが当てはまるとベアリングスでは確信しています。

1. 出所：ベアリングスによる市場観測　2018年6月22日現在
2. クーポンは、基準金利（通常米国ではLIBOR、欧州ではEULIBOR）+クレジット・スプレッドの２要素で構成される。
3. 欧州バンクローンのクーポンは、EULIBOR+クレジット・スプレッドで計算される。
4. ローンを米ドルにヘッジバックした場合、クレジット・スプレッドが米国の基準金利（LIBOR）に上乗せされる。
5. 2018年6月22日現在
6. 出所：Credit Suisee  2018年5月末現在
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拡大したクレジット・スプレッド: 欧州バンクローンのスプレッドはここ数ヶ月、
ヘッドラインリスクに反応し（一部では大幅に）拡大しています。厳選された
銘柄で構成される欧州のB格ポートフォリオは現在、400bps前後、あるい
はこれを上回るスプレッドを提供しています。これらのスプレッド拡大は、欧州
地域のGDPが堅調な伸びを示し、発行体のデフォルト率が低位安定し、
高い売上高およびEBITDAの伸びが維持されるなど、発行体のファンダメン
タルズが安定推移する中で起きています。

米国では、B格ポートフォリオのスプレッドは現在およそ350bpsとなっています
１。米国と欧州のスプレッド格差は、投資家が米国ではなく欧州のバンクロー
ンに投資するだけで、同じリスク水準で50bpsの利回り向上の可能性があ
ることを意味しています。

例（クレジット・スプレッド部分のみに限定）: ある企業が
LIBOR+350bpsのクーポンで米国で米ドル建てのローンを発行し
ます。この企業が、欧州で、ヘッドラインリスクによるボラティリティの結果
EULIBOR3+400bpsのクーポンでユーロ建てのローンを発行したとしま
す。当該発行体の米ドル建てローンに投資している米ドルベースの投資
家は、230bps+350bps、すなわち5.8％の利回りを得ることができま
す。この投資家が同じ発行体が発行するユーロ建てローンに投資すれ
ば、230bps4+400bps、すなわち6.3％の利回りを得られることにな
ります。

EULIBORフロアによるリターン底上げ: テクニカル要因によるスプレッド格
差の拡大はそれ自体も魅力的な投資機会となりますが、もう１つ追加的な
利回り獲得の要因となり得るのが0％のEULIBORフロアです。
 
基準金利（LIBORおよびEULIBOR）は、ローンが発行される地域の金
利と高い相関性を有します。このため、金利が上昇した米国ではLIBOR
が上昇しています。一方欧州では、EULIBORがマイナス圏に突入し現
在-30bps5程度で推移しています。EULIBORがマイナスな中でも投資
家が最低限の利回りを確保できるよう、欧州バンクローンの多くは０％の
EULIBORフロア、すなわち0％+クレジット・スプレッドのクーポン付で発行さ
れています。 

米ドルベースの投資家が0％のEULIBORフロアを持つ欧州バンクローンに
投資し、対米ドルで為替ヘッジを行った場合、この投資家は、EULIBORと
EULIBORフロアの格差、すなわち上記の例で言うと30bpsの利回りを確
保できることになります。 

クレジットスプレッド格差とEULIBORフロアによるリターン底上げにより、米
ドルベースの投資家は、米国ローンの場合5.8%（230bps+350bps)、
欧州ローンの場合6.6%(230bps+400bps+30 bps)の利回りを得
ることができ、同等のリスクのもと利回りには80bpsの差が生じることになり
ます。 

理由 2: 現在のマクロ環境ではこの投資機会は12-18ヶ月継続する可
能性も 

欧州のGDP成長率は、2018年第1四半期にわずかに減速したものの、
過去12ヶ月堅調に推移しています。にもかかわらず、マクロ面でのボラティリテ
ィ上昇、直近ではスペインとイタリアを巡る問題を受け、欧州中央銀行（以
下、ECB)が2019年後半まで利上げを行わないことを示唆するなど、積極
的な金融政策が行われない見通しとなっています。これは、欧州バンクロー
ンの基準金利が低位安定する可能性を意味し、米ドルベースの投資家に
とっては、とくに米国の金利（引いてはLIBOR)が上昇を続ける環境におい
て、この先もEULIBORフロアによるリターン底上げのメリットを享受できる可
能性があることを示唆しています。

ECBの積極的な利上げ路線を阻んでいるボラティリティの上昇は、発行体
のファンダメンタルズにほとんど、あるいは全く変化がないにもかかわらず、米国
と欧州のスプレッド格差を持続させる可能性があります。最近のイタリアが好
例です。5月に新政権樹立に失敗したイタリアではポピュリスト政党が主導
する連立内閣が組閣され、イタリアの欧州連合（EU)脱退観測が生じたこ
とから、欧州全体で国債価格が急落し、スプレッドが拡大しました。しかし、
欧州ローン市場に占めるイタリアの割合は2.3％3と非常に小さく、かつ１社
がその比率の大半を占めていることから、このヘッドライン・ニュースは欧州のロ
ーン市場には概ね無関係だったと言えます。

米国と欧州のマクロ環境を比較すると、欧州のクレジット・スプレッド拡大と
低金利の長期化は、米ドルベースの投資家に対し今後12-18ヶ月上述の
ような投資機会を提供するものと予想されます。また、ボラティリティの上昇
時には、アクティブ運用が価値を生みやすいことも指摘に値します。2011-
2012年の欧州危機時には、アクティブ運用が短期的なボラティリティの低
減に寄与しましたが、現在の環境、そして今後においても同様のことが当て
はまるとベアリングスでは確信しています。

   

投資家は、米国バンクローン
ではなく欧州バンクローンに
投資することで、同等のリスク
のもと、クレジット・スプレッ
ド格差50bpsを利回りに上乗
せできる可能性があります。

1. 出所：ベアリングスによる市場観測　2018年6月22日現在
2. クーポンは、基準金利（通常米国ではLIBOR、欧州ではEULIBOR）+クレジット・スプレッドの２要素で構成される。
3. 欧州バンクローンのクーポンは、EULIBOR+クレジット・スプレッドで計算される。
4. ローンを米ドルにヘッジバックした場合、クレジット・スプレッドが米国の基準金利（LIBOR）に上乗せされる。
5. 2018年6月22日現在
6. 出所：Credit Suisee  2018年5月末現在
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理由 3: 広範かつ分散された様々な投資機会、長期に亘る良好なパフォーマンス

上述した通り、米ドルベースの投資家には、魅力的で興味深い投資機会が提供されています。しかし、グローバル戦略はこの他にも
広範なメリットを提供します。クレジット・サイクルが成熟化しつつある中、ハイイールド資産の上昇局面は終わったのかとの疑問を抱く

投資家が多い中、この点は重要なポイントです。バンクローンが、市場のボラティリティ上昇との相関が小さく耐性のある資産であるこ
とは、ベアリングスのグローバル・ローン戦略のパフォーマンスにも見て取ることができます。当該戦略は、運用開始の2010年9月以降、
金融市場では長期に亘るボラティリティが観測されたにもかかわらず、年次ベースでリターンがマイナスとなったことがありません。

バンクローンは、クレジット・サイクルが成熟化しつつある局面において優位に作用し得る以下の
特性を有しています:

• 発行体の資本構造上位への投資を通じたクレジット・リスクの抑制
• 担保資産やコベナンツ制限による安全性
• 分散メリット/株式その他伝統的なアセットクラスに対する低相関

グラフ2: ベアリングスのグローバル・ローン戦略は米国ローン戦略対比で良好なパフォーマンスを達成

出所：クレディ・スイス、モーニングスター　2018年3月末現在 
当レポート巻末のGIPSディスクロージャーをご参照ください。
当該コンポジットの運用スタイルを最も適切に実践しているとベアリングスが判断した代表口座のパフォーマンスを記載しています。
過去のパフォーマンスは将来の運用実績を保証するものではありません。

また、下記に示す通り、グローバル・ローン戦略は一貫して、米国ローン（クレディ・スイス・レバレッジ・ローン・インデックス）並み、あるいはこ
れを上回るパフォーマンスを記録しています。こうした力強いパフォーマンスの背景にはいくつかの要因が存在します。１つは、グローバル
戦略が、相対価値の観点から広範かつ分散された投資機会を投資家にもたらし、ポートフォリオの分散に寄与するという点です。グ
ローバルなマネジャーにおいては、グローバルな投資プラットフォームを通じて投資が自然に分散されるため、運用者は銘柄間や地域
間の「ベスト・アイデア」に集中し、長期的なリスク調整後リターンの最大化を追求することが可能となります。

グローバル・ローン戦略はまた、基準金利の上昇時に上昇する変動利回りを提供します。このため、バンクローンは、米国および欧州
の金利上昇時にも優れたパフォーマンスを達成してきました。歴史的にみると、米国の金利上昇時には、グローバル・ローンが米国ロ
ーンをアウトパフォーム、欧州の金利上昇時には、グローバル・ローンが欧州ローンをアウトパフォームしています。
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過去の米国の金利上昇局面では、グローバル・ローンが米国ローンをアウトパフォーム
（金利上昇局面における累積市場パフォーマンス）

1994年2月-1995年2月 1999年6月-2000年5月 2004年6月-2006年6月

グローバル・ローン n/a 4.40% 13.58%

米国ローン 10.38% 3.93% 12.64%

米国投資適格社債 -0.99% -0.04% 6.22%

米国ハイイールド債券 1.55% 3.21% 17.85%

出所：クレディ・スイス、バークレイズ、バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ、ファクトセット 
グローバル・ローンのデータは、クレディ・スイス・レバレッジド・ローン・インデックスとクレディ・スイス・ウェスタン・ヨーロピアン・レバレッジド・ローン・インデックスの加重平均
過去のパフォーマンスは将来の実績を示唆するものではありません。

グローバル・ローンはこのように優れたパフォーマンス特性を持つアセットクラスであるため、投資家の債券ポートフォリオの一部として、サ
イクルを通じて戦略的に当該アセットクラスにエクスポージャーを持つことで、多くのメリットを享受することができるものと考えます。

アクティブ運用による追加的なメリット 

今日のグローバル・ローンの投資機会に最良の方法でアクセスすることを検討する投資家にとって、パッシブ投資に対するアクティブ投
資のメリットを考慮することには価値があると考えます。アセットクラスによってはパッシブ投資にも確かにメリットがありますが、今日のグ
ローバル・ローンの投資機会を捕捉するには、アクティブ戦略が最も効率的な方法であると私達は考えています。アクティブ戦略を通
じて、パッシブ戦略を上回る超過収益の獲得が期待できます。

ベアリングスのグローバル・ローン戦略とクレディ・スイス・グローバル・ローン・ベンチマークの比較がこのポイントを理解するのに役立ちま
す。ベアリングスの投資チームは、担当投資戦略における銘柄選択において全面的な裁量を有しています。これは、大型で最も流
動性の高い発行体に縛られることなく、通常大手のパッシブETFでは規模の面から組み入れが難しいような500百万ドル未満の
発行体が提供するニッチな投資機会を追求できることを意味しています。

結論 

米ドルベースの投資家に、欧州バンクローンへのエクスポージャー拡大を検討すべき機会が訪れています。現在の市場環境下で、グロ
ーバル・アプローチが有効であるとベアリングスが考える背景には３つの主要な理由があります: 

1. 米ドルベースの投資家には、米国・欧州のクレジット・スプレッド格差、およびEULIBORフロアにより、利回りを80bps程度底
上げする機会が提供されています。

2. マクロ環境を考慮すると、現在の投資機会は今後12-18ヶ月持続する可能性があります。 
3. グローバル戦略は投資家に相対価値の観点から広範かつ分散された投資機会を提供し、ポートフォリオの分散に寄与し

ます。

こうした投資機会を最も効率的に捕捉するにはアクティブ・アプローチが有効であるとベアリングスでは考えています。こうしたアプローチ
は、米国および欧州に70名超の投資プロフェッショナルを配置し、世界で1,300超の発行体分析を手掛けるベアリングスの大規模
なハイイールド投資プラットフォームがあってこそ可能となります。世界各地の投資プロフェッショナルの間で継続的に実践される対話
が、地域を跨り示現する相対価値に基づく投資機会の特定および収益化において、ベアリングスを優位に位置付けています。

リスクについて：グローバル・ローン投資には多くのメリットがありますが、潜在的なリスクを考慮することも重要です。当該アセットクラスは
発行体の資本構造においては上位に位置するものですが、発行体がデフォルトした場合、投資家は損失を被る場合があります。非
投資適格の格付けを有する証券は、デフォルトのリスクがより大きく、投資家は自身のポートフォリオ全体に照らしてこれらのリスクを
考慮する必要があります。投資家はまた、全体的な市場の状況や発行体独自のファンダメンタルズ要因により、価格の変動、および
または損失に晒される場合があります。
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Barings Global Senior Secured Loan Composite
Reporting Currency: USD

Schedule of Performance Results

COMPLIANCE STATEMENT:
Barings, fka Babson Capital Management LLC, claims compliance with the 
Global Investment Performance Standards (GIPS®) and has prepared and 
presented this report in compliance with the GIPS standards. Barings has 
been independently verified for the periods 1993-2016 as Babson Capital 
Management LLC. See firm definition for further information. 

Verification assesses whether (1) the firm has complied with all the 
composite construction requirements of the GIPS standards on a firm-wide 
basis and (2) the firm’s policies and procedures are designed to calculate and 
present performance in compliance with the GIPS standards. The Global 
Senior Secured Loan composite has been examined for the periods 2010 - 
2016. The verification and performance examination reports are available 
upon request. 

 
DEFINITION OF THE FIRM:
Barings, “Firm”, provides investment management and advisory services to 
both institutional and individual clients. For purposes of compliance with the 
Global Investment Performance Standards (GIPS®), the Firm defines itself 
as consisting of the portfolios that it manages directly. In 2017, the previous 
subsidiaries of Babson Capital Management, “Babson”, including Babson, 
were consolidated under the Barings name for GIPS purposes. Those 
entities included Babson Capital Management LLC, Cornerstone Real Estate 
Advisers LLC, Barings Asset Management Limited, and Wood Creek Capital 
Management LLC. In 2017, the firm assets represent the consolidated entity. 
A list of the Firm’s composite descriptions is available upon request.

POLICIES:
The Firm’s policies for valuing portfolios, calculating performance, and 
preparing compliant presentations are available upon request.

COMPOSITE DESCRIPTION:
The objective of this investment strategy is to achieve current income, and 
where appropriate capital appreciation by investing primarily in floating 
rate senior secured loans, and to a lesser extent senior secured and 
unsecured bonds issued by North American and European companies 
(including those debt instruments issued by issuing entities based in 
offshore centers, such as the Channel Islands, Cayman Islands, Bermuda, 
and other offshore jurisdictions). Portfolios within the composite can either 
be managed completely by Barings LLC, fka Babson Capital Management 
LLC or managed with Barings LTD, fka Babson Capital Europe, a subsidiary 
of the Firm. The minimum portfolio value requirement for inclusion in the 
composite is USD $20,000,000. The composite was created in November, 
2010. 

BENCHMARK:
The performance benchmark for the Global Senior Secured Loan composite 
is a blended benchmark which consists of Credit Suisse, “CS”, Leveraged 
Loan Index USD (CSLLI) and the CS Western European Leveraged Loan 
Index (CSWELLI). Index is calculated as a market value-weighted percentage 
of the CSLLI & the CSWELLI. The weight of each index is calculated 
monthly as follows: the weight attributable to the CSLLI benchmark is the 
beginning USD denominated asset portion of the portfolio divided by the 
total beginning Market Value ( based in USD ) of the portfolio. The weight 
attributable to the CSWELLI is 1 minus the calculated result from CSLLI. 
Both results are summed to arrive at the blended benchmark return for the 
composite.

FEES:
Returns are presented gross of management fees, custodial fees, and 
withholding taxes but net of all trading expenses. Net of fee performance 
results are calculated by deducting from the gross monthly return using the 
highest fee charged for a member portfolio on an annual basis dedicated to 
this strategy during the periods presented. Applicable Fees for 2010-2016: 
55bps, 2017 forward: 65bps.

PERFORMANCE RESULTS:
Results are calculated using a time-weighted total-rate-of-return formula. 
The composite is asset-weighted; individual portfolios are valued daily 
on a trade-date basis and include accrued income. The composite and 
benchmark results assume the reinvestment of distributions. Performance 
results include all portfolios under the Firm’s management that meet the 
Composite Definition. A portfolio is included in the composite when it is 
deemed that the investments made by the investment advisor fully reflect 
the intended investment strategy. Past performance is not a guarantee of 
future performance. 

ASSETS, COMPOSITE DISPERSION, EX-POST STANDARD DEVIATION:
The asset base used to calculate the composite’s percentage of Firm assets 
includes both discretionary and non-discretionary portfolios managed by 
the Firm, and also includes non-fee paying portfolios. The asset-weighted 
dispersion calculation measures the deviation of individual portfolio returns 
around the aggregate composite return. Only portfolios that have been 
managed for a full annual period have been included in the dispersion 
calculation. No Dispersion is reported for periods with five or fewer 
portfolios (shown as N/M). The three-year annualized ex-post standard 
deviation of the composite and benchmark are displayed above.

Date

Annual 
Return 
Gross of 
Advisory 
Fees

Annual 
Return Net 
of Advisory 
Fees

CS Leveraged 
Loan Index 
USD & CS 
Western 
European 
Leverage 
Loan Index 
- Variable 
Weight 
(Benchmark)

Asset-
Weighted 
Dispersion

3- Year 
Annualized 
Std Dev. 
(Composite)

3- Year 
Annualized 
Std Dev. 
(Benchmark)

 Total 
Composite 
Assets at 
End of 
Period 
(USD$ MM) 

 Total Firm 
Assets at 
End of 
Period 
(USD$ MM) 

Percentage 
of Firm 
Assets

# of 
Portfolios 
at End of 
Period

3/31/18 1.31% 1.15% 1.57% NM 2.77% 2.48%  9,709  287,672 3.4% <=5

12/31/17 5.00% 4.32% 4.42% NM 2.85% 2.51%  9,469  284,798 3.3% <=5

12/31/16 10.89% 10.28% 9.58% NM 2.92% 2.65%  7,878  178,724 4.4% <=5

12/31/15 0.57% 0.02% 0.25% NM 2.19% 1.97%  6,878  163,934 4.2% <=5

12/31/14 2.45% 1.89% 2.03% NM 2.28% 1.91%  5,792  157,257 3.7% <=5

12/31/13 7.66% 7.07% 6.77% NM 4.93% 3.50%  4,638  142,832 3.2% <=5

12/31/12 12.61% 11.99% 9.80% NM N/A N/A  1,631  116,633 1.4% <=5

12/31/11 1.61% 1.05% 1.05% NM N/A N/A  434  100,213 0.4% <=5

12/31/2010^ 2.00% 1.91% 1.79% NM N/A N/A  103  95,808 0.1% <=5

Benchmark returns © Copyright CSFB 2018 – all rights reserved.  
NM The asset-weighted dispersion of five or fewer portfolios is not meaningful.
<=5 Five or fewer portfolios
^ Returns from composite inception date of November 1st, 2010 to December 31st, 2010.
+ In November 2011, the composite name was changed from Global Current Income Strategy I to Global Senior Secured Loan



IMPORTANT INFORMATION

Any forecasts in this document are based upon Barings opinion of the market at the date of preparation and are subject to 

change without notice, dependent upon many factors. Any prediction, projection or forecast is not necessarily indicative of the 

future or likely performance. Investment involves risk. The value of any investments and any income generated may go down as 

well as up and is not guaranteed by Barings or any other person. PAST PERFORMANCE IS NOT NECESSARILY INDICATIVE OF 

FUTURE RESULTS. Any investment results, portfolio compositions and or examples set forth in this document are provided for 

illustrative purposes only and are not indicative of any future investment results, future portfolio composition or investments. 

The composition, size of, and risks associated with an investment may differ substantially from any examples set forth in this 

document. No representation is made that an investment will be profitable or will not incur losses. Where appropriate, changes 

in the currency exchange rates may affect the value of investments. Prospective investors should read the offering documents 

for the details and specific risk factors of any Fund discussed in this document.

Barings is the brand name for the worldwide asset management and associated businesses of Barings LLC and its global 

affiliates. Barings Securities LLC, Barings (U.K.) Limited, Barings Global Advisers Limited, Barings Australia Pty Ltd, Barings 

Japan Limited, Barings Real Estate Advisers Europe Finance LLP, BREAE AIFM LLP, Baring Asset Management Limited, Baring 

International Investment Limited, Baring Fund Managers Limited, Baring International Fund Managers (Ireland) Limited, Baring 

Asset Management (Asia) Limited, Baring SICE (Taiwan) Limited, Baring Asset Management Switzerland Sarl, and Baring Asset 

Management Korea Limited each are affiliated financial service companies owned by Barings LLC (each, individually, an 

“Affiliate”).

NO OFFER: The document is for informational purposes only and is not an offer or solicitation for the purchase or sale of any 

financial instrument or service in any jurisdiction. The material herein was prepared without any consideration of the investment 

objectives, financial situation or particular needs of anyone who may receive it. This document is not, and must not be treated 

as, investment advice, an investment recommendation, investment research, or a recommendation about the suitability or 

appropriateness of any security, commodity, investment, or particular investment strategy, and must not be construed as a 

projections or predictions.

Unless otherwise mentioned, the views contained in this document are those of Barings. These views are made in good 

faith in relation to the facts known at the time of preparation and are subject to change without notice. Individual portfolio 

management teams may hold different views than the views expressed herein and may make different investment decisions for 

different clients. Parts of this document may be based on information received from sources we believe to be reliable. Although 

every effort is taken to ensure that the information contained in this document is accurate, Barings makes no representation or 

warranty, express or implied, regarding the accuracy, completeness or adequacy of the information. 

Any service, security, investment or product outlined in this document may not be suitable for a prospective investor or available 

in their jurisdiction. 

Copyright in this document is owned by Barings. Information in this document may be used for your own personal use, but may 

not be altered, reproduced or distributed without Barings’ consent.

当資料は、ベアリングス・ジャパン株式会社(金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第396号、一般社団法人日本投資顧問業協会会員、一
般社団法人投資信託協会会員）（以下、「当社」）が、ベアリングスLLCが作成したベアリングスのオルタナティブ投資戦略にに関する資料を
翻訳したもので、金融商品取引法に基づく開示書類あるいは勧誘または販売を目的としたものではありません。翻訳には正確性を期してい
ますが、必ずしもその完全性を担保するものではなく、 原文と翻訳の間に齟齬がある場合には原文が優先されます。当資料は、信頼できる
情報源から得た情報等に基づき作成されていますが、内容の正確性あるいは完全性を保証するものではありません。また、当資料には、現
在の見解および予想に基づく将来の見通しが含まれることがありますが、事前の通知なくこれらが変更されたり修正されたりすることがあり
ます。Complied (東京):2018年7月25日 M20183Q15

Barings is a $306+ billion* global financial services firm dedicated to meeting the evolving investment and capital needs 

of our clients. We build lasting partnerships that leverage our distinctive expertise across traditional and alternative 

asset classes to deliver innovative solutions and exceptional service. Part of MassMutual, Barings maintains a strong 

global presence with over 1,800 professionals and offices in 16 countries.

*As of June 30, 2018
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