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種類・項目
日興ＡＭグローバル・マルチ・アセット・ファンド クラスＰ

ルクセンブルグ籍外国投資法人
運用の基本方針
基本方針 中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。

主な投資対象 世界の株式や債券を主要投資対象とします。また、通貨、REITおよびコモディティ関連の
デリバティブ取引等にも投資します。

投資方針 ・市況動向の変化に応じて、各アセットクラスへの投資配分を変更します。
・通常、様々な国、業種、市場セクターに投資します。（新興国にも投資します。）
・上記に加え、レラティブバリュー戦略を用いることがあります。

主な投資制限 ・純資産の5％を超えてUCITSやその他UCIs（ETFを除きます。）への投資は行ないません。
・純資産の20％を超えて一銘柄のETF（その他UCIsに限ります。）への投資は行ないません。
・純資産の30％を超えてETF（その他UCIsに限ります。）への投資は行ないません。
・同一のUCITSもしくはその他UCIsの発行済み持ち分の20％を超えて投資は行ないません。
・借入れ額は、純資産総額の10％以内とします。

収益分配 投資主総会もしくは取締役会の決議で収益分配を行なうことがあります。
ファンドに係る費用
信託報酬など 純資産総額に対して年率0.15％

（国内における消費税等相当額はかかりません。）
申込手数料 ありません。
その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法

律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
投資顧問会社 日興アセットマネジメント アジア リミテッド
管理会社 日興ＡＭルクセンブルグ・エス・エイ
信託期間 無期限
決算日 原則として、毎年12月31日
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2017年12月31日現在
日興ＡＭグローバル・マルチ・アセット・ファンド
投資ポートフォリオ

通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

A. 証券取引所で相場が建てられているまたは他の規制市場で取り扱われている譲渡可能証券
普通株式（17.8%）(1)

銀行合計

アルゼンチン合計

銀行合計

インターネット合計

鉄／鉄鋼合計

中国合計

銀行合計

アルゼンチン (2.2%)
農業（0.1%）

銀行（1.2%）

電力（0.3%）

中国（2.6%）

バイオテクノロジー（0.1%）

鉄／鉄鋼（0.5%）

医薬品（0.2%）

香港（1.2%）
銀行（0.3%）

通信（0.1%）

総合金融サービス（0.1%）

食品（0.1%）

ヘルスケア ‒ 製品（0.1%）

保険（0.2%）

インターネット（0.7%）

自動車製造（0.1%）

銀行（0.4%）

投資会社（0.0%）

石油・ガス（0.3%）

パイプライン（0.1%)

通信（0.2%）
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通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

普通株式（17.8%）（続き）

小売合計
香港合計

銀行合計

医薬品合計

インド合計

銀行合計

インドネシア合計

自動車製造合計

自動車部品・装置合計

銀行合計

香港（1.2%）（続き）
総合金融サービス（0.1%）

家具什器（0.1%）

保険（0.2%）

宿泊（0.2%）

小売（0.3%）

銀行（0.3%）
インド（1.2%）

食品（0.1%）

不動産（0.1%）

小売（0.1%）

インドネシア（0.3%）
銀行（0.2%）

医薬品（0.1%）

日本（8.1%）

自動車部品・装置（0.5%）

銀行（0.8%）

自動車製造（0.6%）

住宅建設（0.2%）

家具什器（0.2%）

医薬品（0.2%）
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通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

普通株式（17.8%）（続き）

化学合計

流通／卸売合計

食品合計

ヘルスケア ‒ 製品合計

家具什器合計

機械 - 建設・鉱業合計

医薬品合計

不動産合計

通信合計

日本（8.1%）（続き）

流通／卸売（0.4%）

電力（0.1%）

手工具／工作機械 (0.2%)

住宅建設（0.2%）

保険（0.2%）

医薬品（0.4%）

不動産（0.4%）

小売（0.2%）

運輸（0.4%）

通信（0.8%）

鉄／鉄鋼（0.1%）

機械 - 建設・鉱業（0.6%）

家具什器（0.4%）

ヘルスケア ‒ 製品（0.4%）

エレクトロニクス（0.2%）

食品（0.6%）

建設資材（0.2%）

化学（0.4%）
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通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

普通株式（17.8%）（続き）

運輸合計
日本合計

ルクセンブルク合計

フィリピン合計

シンガポール合計

半導体合計
韓国合計

半導体合計

日本（8.1%）（続き）

ルクセンブルク (0.1%)

フィリピン（0.1%）

シンガポール（0.3%）

韓国（1.1%）

運輸（0.4%）（続き）

コンピューター（0.1%）

小売（0.1%）

銀行（0.1%）

バイオテクノロジー（0.1%）

総合金融サービス（0.1%）

保険（0.1%）

メディア（0.1%）

医薬品（0.2%）

小売（0.1%）

半導体（0.4%）

台湾（0.6%）

台湾合計

自動車部品・装置（0.1%）

普通株式合計（取得原価2,244,111米ドル）

銀行（0.1%）

総合金融サービス（0.1%）

半導体（0.3%）

宿泊(0.1%)

不動産（0.1%）
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通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

上場投資信託 & クローズト・エンド・ファンド（17.2%）

フランス合計

クローズト・エンド・ファンド合計

上場投資信託合計

ガーンジー合計

アイルランド合計

チャネル諸島ジャージー合計

米国合計

社債等合計

国債合計

国債合計

社債等合計

社債等合計

オーストラリア合計

ブラジル合計

英領バージン諸島合計

ケイマン諸島合計

フランス（2.5%）

ガーンジー（3.6%）

アイルランド（10.7%）

チャネル諸島ジャージー (1.9%)

米国(2.1%）

上場投資信託 & クローズト・エンド・ファンド（取得原価2,924,635米ドル）

国債（7.1%）

国債（1.1%）

社債等（1.4%）

社債等（1.5%）

ブラジル（1.1%）

英領バージン諸島（1.4%）

ケイマン諸島（1.5%）

上場投資信託（2.5%）

クローズト・エンド・ファンド（3.6%）

上場投資信託（10.7%）

上場投資信託（1.9%）

上場投資信託（2.1%）

債券（52.4%）
オーストラリア（7.8%）
社債等（0.7%）
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通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

債券（52.4%）（続き）

国債合計

国債合計

国債合計

国債合計

国債合計

社債等合計

国債合計

中国合計

インド合計

インドネシア合計

日本合計

ロシア合計

シンガポール合計

英国合計

社債等合計

中国（3.0%）

インド（2.9%）

インドネシア（1.9%）

日本（2.0%）

ロシア（3.5%）

シンガポール（2.8%）

英国（3.7%）

米国（20.8%）

国債（3.0%）

国債（3.0%）

国債（2.9%）

国債（1.9%）

国債（2.0%）

国債（3.5%）

社債等（2.8%）

社債等（0.7%）

社債等（10.9%）
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通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

債券（52.4%）（続き）

社債等合計

国債合計

債券合計（取得原価7,606,603米ドル）

買建オプション（0.4%）

負債額を超過する現金およびその他の資産
純資産合計

証券取引所で相場が建てられているまたは他の規制市場で取り扱われている
譲渡可能証券および店頭金融デリバティブ商品合計（取得原価12,830,160米
ドル）

米国（20.8%）（続き）

国債（9.9%）

米国合計

B. 店頭金融デリバティブ商品
数量

社債等（10.9%）（続き）

(1) すべての投資は公認取引所に上場されている譲渡可能有価証券である。
(2) インカムを生まない有価証券
(3)  144A 証券 ‒ 1933年証券法の規則144Aに基づき登録を免除された有価証券。これらの有価証券は登録を免除された取引において、典型的には
適格機関投資家の買い手に対して転売することができる。別段の記載がなければ、これらの有価証券は非流動的とはみなされない。

(4) 2017年12月31日現在の変動金利

AUD 豪ドル
CNH 人民元 (オフショア)
EUR ユーロ
GBP 英ポンド
HKD 香港ドル
IDR インドネシア・ルピア
INR インド・ルピー

通貨表記
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JPY 日本円
KRW 韓国ウォン
PHP フィリピン・ペソ
RUB ロシア・ルーブル
SGD シンガポール・ドル
TWD 台湾ドル
USD 米ドル

通貨表記（続き）
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日興ＡＭグローバル・マルチ・アセット・ファンド
損益計算書および純資産変動計算書
2017年12月31日に終了した年度

米ドル

純投資収益

収益
配当（源泉徴収税控除後） USD 112,297
利息 260,506
その他の収益 18,104
収益合計 390,907

費用
運用報酬 16,020
管理報酬 67,165
取引費用 121,594
監査報酬 3,282
名義書換代理人報酬 10,140
年次税 1,573
預託費用 9,470
弁護士報酬 11,814
設立費 2,124
その他の費用 50,118
費用合計 293,300
マネージャーからの払戻 （229,270）
費用純額 64,030
投資純利益 326,877

実現および未実現純利益（損失）
投資に係る実現純利益 510,185
外国為替取引および外国為替先渡取引に係る実現純利益 18,718
先物契約に係る実現純損失 （42,885）
スワップ契約に係る実現純利益 32,593
売建オプションに係る実現純利益 12,776

投資に係る未実現評価益の純変動額 709,030
外国為替取引および外国為替先渡契約に係る未実現評価損の純変動額 （118,145）
先物契約に係る未実現評価益の純変動額 30,853
スワップ契約に係る未実現評価損の純変動額 （67,061）
売建オプションに係る未実現評価損の純変動額 （410）
投資に係る実現および未実現純利益 1,085,654

運用による純資産の純増加額 1,412,531

資本取引による純資産の減少額 （3,369,365）
純資産の減少額合計 （1,956,834）

純資産
期首 16,560,207
期末 USD 14,603,373
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日興ＡＭグローバル・マルチ・アセット・ファンド
統計情報
2017年12月31日現在

2017年12月31日
純資産合計
日興ＡＭグローバル・マルチ・アセット・ファンド

クラスＡ USD USD 5,693
クラスＰ JPY JPY 1,644,428,629
クラスＰ JPY（米ドル相当額） USD 14,597,680

発行済受益証券口数
日興ＡＭグローバル・マルチ・アセット・ファンド

クラスＡ USD 500
クラスＰ JPY 1,627,439,496

受益証券１口当たり純資産価額
日興ＡＭグローバル・マルチ・アセット・ファンド

クラスＡ USD USD 11.39
クラスＰ JPY JPY 1.01
クラスＰ JPY（米ドル相当額） USD 0.01
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種類・項目
ＧＤＡＡストラテジーファンド クラスＢ

ケイマン籍円建外国投資信託
運用の基本方針
基本方針 ロング・ショート相対価値戦略により、世界の株式市場や債券市場と相関の低い安定的な

絶対リターンを獲得することをめざします。
主な投資対象 ＯＥＣＤ諸国の債券および通貨を主な投資対象とします。
投資方針 ・ 先進各国の債券先物取引および外国為替予約取引などを用いたロング・ショート相対価

値戦略を採用することで、世界の株式市場や債券市場に対して相関の低いリターンの獲
得をめざします。

・ 独自に開発された計量モデルによる分析に、運用チームによる定性分析を加味してポー
トフォリオを構築します。

・外貨建資産に関しては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ ただし、市況動向に急激な変化が生じたときなどやむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

収益分配 原則として、分配は行ないません。ただし、管理会社の判断により分配を行なう場合もあ
ります。

ファンドに係る費用
信託報酬など 純資産総額に対し年率1.65％以内※（国内における消費税等相当額はかかりません。）

さらに、当該ファンドの純資産価額（固定報酬控除後、成功報酬控除前）がハイ・ウォータ
ー・マーク（純資産価額の過去の最高値）を上回る場合、その上回る分の20％相当額を成功
報酬としてファンドから収受します。
※この他に、固定報酬として年額8,500米ドルがかかります。

申込手数料 ありません。
その他の費用など 事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法

律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
投資顧問会社 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク
管理会社 日興ＡＭグローバル・ケイマン・リミテッド
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
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損益計算書

マスター・ファンドから配分された投資純（損）益
受取利息 $ 60,071
監査報酬 （21,109）
その他費用 （4,129）

マスター・ファンドから配分された投資純利益 34,833

フィーダー・ファンドの費用
運用報酬 （383,061）
管理、保管報酬 （62,500）
監査報酬 （13,023）
受託者報酬 （8,590）
弁護士報酬 （1,119）
その他費用 （5,610）

フィーダー・ファンドの費用純額 （473,903）

投資純損失 （439,070）

マスター・ファンドから配分された投資、先物および外国為替に係る実現および未実現（損）益
未実現評価損の純変動額 （845,979）
実現純損失 （570,444）

マスター・ファンドから配分された実現および未実現純損失 （1,416,423）

フィーダー・ファンドの投資および外国為替に係る実現および未実現（損）益
先渡契約に係る未実現評価益の純変動額 390,398
外国為替に係る未実現評価益の純変動額 36,350
実現純利益 185,317

フィーダー・ファンドの実現および未実現純利益 612,065

運用による純資産の純減少額 $ （1,243,428）

2017年12月31日に終了した会計期間
（米ドルで表示）

ＧＤＡＡストラテジーファンド クラスＢ
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純資産変動計算書

運用による純資産の変動額
投資純損失 $ （439,070）
マスター・ファンドから配分された実現および未実現純損失 （1,416,423）
フィーダー・ファンドの実現および未実現純利益 612,065

運用による純資産の純減少額 （1,243,428）

受益者に対する分配金による純資産の変動額
クラスCの受益者に対する分配金 （6,221,360）

受益者に対する分配金による純資産の純減少額 （6,221,360）

資本取引による純資産の変動額
受益証券発行
クラスC 4,349,459
受益証券買戻し
クラスB （25,728）
クラスC （4,817,695）

資本取引による純資産の純減少額 （493,964）

純資産の純減少額合計 （7,958,752）

期首純資産 29,068,745

期末純資産 $ 21,109,993

2017年12月31日に終了した会計期間
（米ドルで表示）

ＧＤＡＡストラテジーファンド クラスＢ
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投資明細表

2017年12月31日現在
（米ドルで表示）

ＧＤＡＡストラテジーファンド クラスＢ

公正価値

公正価値

純資産に
対する
比率

純資産に
対する
比率

マスター・ファンド受益証券 ‒ ケイマン諸島

日興AM－ケイマン・ファンド・セグリゲイテッド・
ポートフォリオ・カンパニー（104,111口） $ 13,539,461 64.14%

投資合計 $ 13,539,461 64.14%

先渡契約（期日2018年３月16日）
買い 1,650,000,000円、売り 14,724,780米ドル $ （25,508） （0.12）%

先渡契約に係る未実現損失 $ （25,508） （0.12）%
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損益計算書
日興AM－ケイマン・ファンド・セグリゲイテッド・ポートフォリオ・カンパニー

2017年12月31日に終了した会計期間
（米ドルで表示）

投資収益
受取利息（プレミアム償却後） $ 60,071

　　　投資収益合計 60,071

費用
監査報酬 21,109
その他費用 4,129

　　　費用合計 25,238

　　　投資純利益 34,833

投資、先物および外国為替取引に係る実現および未実現（損）益
先物契約に係る未実現評価損の純変動額 （600,183）
外国通貨先渡および現金に係る未実現評価損の純変動額 （245,796）
先物契約ならびに外国通貨先渡および現金に係る実現純損失 （570,444）

　　　投資、先物および外国為替取引に係る実現および未実現純損失 （1,416,423）

　　　運用による純資産の純減少額 $ （1,381,590）
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要約投資明細表
日興AM－ケイマン・ファンド・セグリゲイテッド・ポートフォリオ・カンパニー

2017年12月31日現在
（米ドルで表示）

契約数 公正価値

公正価値

純資産に
対する
比率

純資産に
対する
比率

先物

先渡契約（期日2018年１月16日）

先渡契約に係る未実現利益

先物契約に係る未実現純損失
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公正価値

純資産に
対する
比率

先渡契約（期日2018年１月16日） ‒ 続き

先渡契約に係る未実現損失

先渡契約に係る未実現純損失


