（2014 年 9 月末～ 2021年４月末）
図 運用開始以来のパフォーマンス推移

累積リターン
（日本円ベース）

を 行 っ て き ま し た が、

日興アセットマネジメント

パフォーマンスを犠牲にしないESG統合型投資戦略
「社会的使命に応える」株式アクティブ運用に邁進
優れた運用成績で投資家の支持を集める日興アセットマネジメントの「グローバル株式戦略」。コロナ禍後も好調な運用を続け
る同戦略だが、最近では ESGを取り巻く環境の変化がさらなる追い風になっている模様だ。運用チームとともに英国で業務にあ
たるプロダクトスペシャリストのキャメロン・桑原氏と東京在住のシニア プロダクト マネージャーの村上修平氏に話を聞いた。
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Nikko AM Global（以下「会社」
という）のグローバル株式戦略のコンポジットリターン（豪ドルベース）を日本円ベースに換算したものを表示しています。会社は、
グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS®）への準拠を表明しています。詳細については下段の注記をご確認ください。過去のリターンは将来の運用成果等を
約束するものではありません。上記に掲載される指数に関する著作権・知的財産権その他一切の権利は、当該指数の算出元または公表元に帰属します。
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これに関して欧州ではいくつかの動きが

＊これらの銘柄について、
売買を推奨するものでも、
将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。
また、
当戦略における将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆・保証するものでもありません。
NikkoAMGlobal（以下
「会社」
という）
は、
グローバル投資パフォーマンス基準
（GIPSR）
への準拠を表明し、GIPS基準に準拠して本報告書を作成、
提示しています。
会社は、2008年1月1日から2020年9月
30日までの期間について、
独立した検証者による検証を受けています。
検証報告書の写しは、
請求に応じて提供可能です。
検証は、
（1）
会社がコンポジット構築に関するGIPS基準の必須事項のすべてに会
社全体として準拠しているかどうか、
および
（2）
会社の方針と手続きがGIPS基準に準拠してパフォーマンスを計算し提示するよう設計されているかどうかについて評価するものであり、
特定のコンポジット開
示資料の正確性を確かめるものではありません。2008年1月1日から、
GIPS基準に準拠する主体として、
運用組織と認識する以下の法人の投資一任契約に関するすべての資産をNikkoAMGlobal（
「会社」
）
と定義します：日興アセットマネジメント株式会社、
日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッド、
日興アセットマネジメントアメリカズ・インク、
日興アセットマネジメントアジアリミテッド、
日興アセットマネジメントリ
ミテッド
（旧ティンダル・インベストメント・マネジメント・リミテッド）
（2008年1月1日から2013年12月31日までの期間については、
これに加えてアジアンイスラミックインベストメントマネジメントSdn.Bhd.）
。
なお、
2008年1月より前の検証については、
日興アセットマネジメント株式会社がそれ自体を
「会社」
と定義し独立した検証者により1996年4月1日から2011年12月31日までの期間について検証を受けていたほ
か、
日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドがそれ自体を
「会社」
と定義し独立した検証者により1997年7月1日から2011年12月31日までの期間について検証を受けていました。2008年1月より前のパ
フォーマンスその他の情報については、
旧
「会社」
のものを引き継いで開示しています。
1.当該コンポジットは、
グローバル株式戦略を採用するポートフォリオで構築されるものです。
当該運用戦略は、
ベンチマークの36 ヵ月ローリング・リターンを年率3.0％上回るリターンの獲得をめざします。
な
お、
当該コンポジットの名称は、2016年4月1日に、
グローバル
（除くオーストラリア）
株式戦略からグローバル株式戦略に変更されました。 2.当該コンポジットのベンチマークは、2016年3月31日までは
MSCI AC ワールドインデックス
（除くオーストラリア、
ネット配当込、
豪ドルベース）
、2016年4月1日以降はMSCI AC ワールドインデックス
（ネット配当込、
豪ドルベース）
ですが、
ここでは米ドルベースのベンチ
マークリターンを表示しています。
当該コンポジットは2014年12月31日に構築されました。
当該コンポジットの算出開始日は2014年10月1日です。 3.グロスリターンは、
運用報酬、
成功報酬、
カストディ—
フィー、
税金等費用控除前、
売買手数料控除後、
利子・配当収入等再投資後ベースで表示しています。
当該コンポジットでは、
運用報酬等控除後のネットリターンを表示していません。
当該コンポジットのリ
ターンの基準通貨は豪ドルですが、
ここでは米ドルベースのリターンを表示しています。 4.各年末時点で過去36 ヵ月のリターンがない場合には、3年間の標準偏差は表示していません。
内部のばらつきは、
その1年間を通じてコンポジットに組入れられていた個別ポートフォリオのグロスリターンの標準偏差を資産額加重ベースで測定したものを表示しています。
なお、
口座数が5口座以下の場合には、
これは表
示していません。 5.標準的な運用報酬は年率0.65％（税抜き）
です。 6.当該コンポジットには、
デリバティブが含まれますが、
投機目的やギアリング目的では利用しません。
当該コンポジットには、
現金を含む
カーブアウト・ポートフォリオが含まれ、
カーブアウトは独自のキャッシュバランスで独立して管理されています。
当該コンポジットには、
レバレッジ、
ショートポジション、
運用の再委託、
重大なキャッシュフローを採
用するポートフォリオは含まれません。 7.会社が準拠するすべてのコンポジットの概略一覧表、
および／またはコンポジットのポートフォリオの評価方針、
パフォーマンスの計算方法、
およびその他データに関
する情報は、
請求に応じて提供可能です。
■投資対象 日興アセットマネジメント株式会社のグローバル株式戦略に合致した有価証券 報酬等の概要：お客様には以下の費用をご負担いただきます〈投資顧問報酬等〉
。
固定報酬
（投資信託に投
資する場合を含む）
：年率0.715％（税抜き0.65％）
以内 その他費用：組入れ有価証券の売買委託手数料など。
また投資信託に投資する場合、
信託財産留保額、
組入れ、
解約等に際しての手数料等、
組
入れ有価証券の売買委託手数料、
有価証券の保管などに要する費用、
管理費用、
監査費用、
設立にかかる費用、
借入金の利息、
借株の費用などがかかる場合があります。
※その他費用については、
運用状
況などにより変動するものであり、
事前に料率、
上限額などを表示することができません。
契約に関してお客様が預託すべき委託証拠金はございません。
当戦略の投資に際しては、
投資一任契約に基づき投
資信託に投資する場合があります。
■当広告に掲載される情報は、
日興アセットマネジメント株式会社が、
お客様と締結する投資一任契約における運用のご参考として表示したものであり、
特定ファンドの勧
誘資料ではありません。
■投資リスクについて 当戦略は、
主に株式を実質的な投資対象としますので、
株式の価格の下落や、
株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、
運用資産の評価額
は変動し、
損失を被ることがあります。
また、
外貨建資産に投資する場合には、
為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、
投資元金は保証されているものではなく、
運用資産の評価額の下落によ
り、
損失を被り、
投資元金を割り込むことがあります。
当戦略の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
当戦略の主なリスクは以下の通りです。 ①価格変動リスク、
②流動性リスク、
③信用リスク、
④為替変動リスク、
⑤カントリーリスク、
⑥システムリスク、
⑦制度・環境の変化、
⑧運用制限や規制上の制限に関するリスク、
⑨法令・税制・会計方針などの変更に関するリスク等

日興アセットマネジメント株式会社 www.nikkoam.com/

お問い合わせ先 機関投資家事業本部 電話：03-6447-6515 メール： nam.inst@nikkoam.com
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