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種類・項目
日興ＡＭグローバル・エクイティー・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 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 世界の株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・先進国および新興国の株式を主要投資対象とします。

・運用にあたっては、ボトムアップの企業分析とトップダウンのマクロ見通しを融合して、
ポートフォリオを構築します。

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。
・ 原則として、同一発行体が発行する有価証券の組入れは、純資産総額の10％以内としま
す。
・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 純資産総額に対し年率0.05％

（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 ヨーロッパ 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月末日



─　12　─

通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

　 2017年12月31日現在
日興ＡＭグローバル・エクイティー・ファンド
投資ポートフォリオ

オーストラリア（2.3%）

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（97.9%）（1）

飲料（2.3%）

オーストラリア合計

中国合計

フランス合計

ドイツ合計

香港合計

インド合計

アイルランド合計

日本合計

オランダ合計

医薬品（2.2%）

小売（2.0%）

その他製造（2.6%）

建設資材（2.1%）

エレクトロニクス（2.4%）

ヘルスケア ‒ サービス（2.0%）

家具什器（2.6%）

中国（8.1%）

フランス（2.1%）

ドイツ（3.6%）

香港（2.9%）

インド（2.5%）

アイルランド（5.9%）

日本（6.9%）

オランダ（2.5%）

英国（8.2%）

インターネット（3.9%）

電気部品・設備（2.1%）

家庭用品（1.0%）

保険（2.9%）

総合金融サービス（2.5%）

旅客航空輸送業（1.8%）

総合金融サービス（1.9%）

エレクトロニクス（2.5%）

化学（2.3%）
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英国合計

銀行合計

商業サービス合計

ヘルスケア ‒ 製品合計

ソフトウェア合計

銀行（7.2%）

建設資材（2.3%）

娯楽（1.8%）

保険（3.4%）

商業サービス（5.5%）

ヘルスケア ‒ 製品（4.1%）

インターネット（3.7%）

石油・ガス（1.3%）

医薬品（1.6%）

不動産投資信託（REITS）（2.8%）

ソフトウェア（7.8%）

機械－総合（2.0%）

米国（52.9%）

バイオテクノロジー（2.2%）

化粧品／パーソナル・ケア（2.7%）

ヘルスケア ‒ サービス（2.5%）

通信（1.8%）

農業（2.2%）

通貨 株数 明細

純資産に
占める
割合（%） 市場価格

普通株式（97.9%）（続き）
英国（8.2%）（続き）
ヘルスケア ‒ 製品（3.9%）

普通株式合計（取得原価34,182,528米ドル）
米国合計

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
譲渡可能証券合計（取得原価34,182,528米ドル）

純資産合計
負債額を超過する現金およびその他の資産

（1） すべての投資は公式取引所に上場されている譲渡可能証券である。
（2） インカムを生まない有価証券
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通貨表記

AUD 豪ドル
EUR ユーロ
GBP 英ポンド
HKD 香港ドル
INR インド・ルピー
JPY 日本円
USD 米ドル
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日興ＡＭグローバル・エクイティー・ファンド
純資産計算書
2017年12月31日現在

米ドル
資産

投資有価証券および買建オプション（市場価格） USD 43,293,932
現金 753,868
未収金：
　マネージャーからの払戻 190,741
　配当 59,756
　申込受益証券 2,109
その他の資産 5,632
資産合計 44,306,038

負債

　運用報酬 258
　預託費用 4,950
　管理報酬 6,963
　年次税 1,336
　弁護士報酬 8,359
　監査報酬 8,969
　名義書換代理人報酬 1,638
　買戻受益証券 4,881
その他の負債 27,499
負債合計 64,853

純資産合計 USD 44,241,185

受益証券１口当たり純資産価額：
クラスＡ USD USD 13.83
クラスＤ GBP GBP 10.84
クラスＰ JPY JPY 1.34
クラスＵ AUD AUD 12.09

受益証券１口当たり純資産価額（米ドル相当額）：
クラスＤ GBP USD 14.66
クラスＰ JPY USD 0.01
クラスＵ AUD USD 9.46
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日興ＡＭグローバル・エクイティー・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 540,456
利息 3,001
収益合計 543,457

費用
運用報酬 2,365
管理報酬 56,341
取引費用 98,923
監査報酬 9,986
名義書換代理人報酬 13,255
年次税 4,552
預託費用 18,604
弁護士報酬 11,814
設立費 2,121
その他の費用 54,332
費用合計 272,293
マネージャーからの払戻 （190,741）
費用純額 81,552
投資純利益 461,905

実現および未実現純利益（損失）
投資に係る実現純利益 2,883,177
外国為替取引および外国為替先渡取引に係る実現純損失 （21,022）

投資に係る未実現評価益の純変動額 6,651,768
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益の純変動額 4,093
投資に係る実現および未実現純利益 9,518,016

運用による純資産の純増加額 9,979,921

資本取引による純資産の減少額 （6,478,294）
純資産の増加額合計 3,501,627

純資産
期首 40,739,558
期末 USD 44,241,185
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日興ＡＭグローバル・エクイティー・ファンド
統計情報
2017年12月31日現在

2017年12月31日（1）
純資産合計
日興ＡＭグローバル・エクイティー・ファンド

クラスＡ USD USD 6,915
クラスＤ GBP GBP 295,792
クラスＰ JPY JPY 30,900,787
クラスＵ AUD AUD 55,692,427
クラスＤ GBP（米ドル相当額） USD 400,133
クラスＰ JPY（米ドル相当額） USD 274,308
クラスＵ AUD（米ドル相当額） USD 43,559,830

発行済受益証券口数
日興ＡＭグローバル・エクイティー・ファンド

クラスＡ USD 500
クラスＤ GBP 27,290
クラスＰ JPY 23,143,836
クラスＵ AUD 4,605,283

受益証券１口当たり純資産価額
日興ＡＭグローバル・エクイティー・ファンド

クラスＡ USD USD 13.83
クラスＤ GBP GBP 10.84
クラスＰ JPY JPY 1.34
クラスＵ AUD AUD 12.09
クラスＤ GBP（米ドル相当額） USD 14.66
クラスＰ JPY（米ドル相当額） USD 0.01
クラスＵ AUD（米ドル相当額） USD 9.46

（1）  日興ＡＭグローバル・エクイティー・ファンド クラスＤ GBPは2017年２月21日に運用を開始
した。
















