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《お知らせ》 

「投資型年金Ⅰ 特別勘定のしおり<追補版>」について 

 

この「特別勘定のしおり＜追補版＞」は、投資型年金Ⅰ（変額個人年金保険）の特別勘定(欧

州株式)について、2022年12月5日付で、投資対象となる投資信託（ファンド）を変更したことに伴

い、変更後の特別勘定(欧州株式)の内容を取りまとめたものです。 

以上の変更に伴う特別勘定の運用方針の変更はありません。 

つきましては、ご一読いただき、内容を十分にご確認くださいますようお願いいたします。 

 

【特別勘定(欧州株式)の変更概要】 

 特別勘定の主な投資対象となる投資信託を次のとおり変更します。 
 

 変更前 変更後 

投資信託 Merian European Equity Fund Jupiter European Growth 

運用会社 
Jupiter Investment Management 

Limited  

Jupiter Asset Management 

Limited  

ベンチマーク MSCI Europe Index FTSE World Europe Index 

信託報酬 1.5%以内 0.91％程度 

 



＜必ずお読みください＞ 

①このしおりは、特別勘定の運用（投資対象となる投資信託、投資方針、投資リスク等）を理解していただくために作成さ

れた資料です。商品の詳細については「ご契約のしおり・約款」と併せてご確認ください。 

②投資型年金Ⅰ（変額個人年金保険）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象と

していますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。また、このしおりに掲載されている投資信託の開示情報はあくまで

も参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。 

③特別勘定の資産運用は経済、企業収益、金利、金融市場の環境によって値動きするリスク資産を投資対象としているた

め、高い収益性が期待できる半面、株価の下落、為替変動等によっては投資リスクを負うことになります。当商品では資

産運用の結果が直接、死亡保険金額、解約払戻金額、将来の年金額等に反映されることから、資産運用の成果・リス

クが直接ご契約者に帰属することになります。 

④特別勘定のユニットプライスの動きは、特別勘定の主な投資対象となる投資信託の基準価額の動きとは異なります。これ

は、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有していることと、ユニットプライスの計

算にあたり保険関係費用等を控除しているからです。また、ご契約者の積立金の増減とユニットプライスの動きは必ずしも

一致するものではありません。これは、ご契約者の積立金を算出するためには、ユニットプライスの増減に加えて、積立金移

転費用、貸付利息等を控除する場合があるからです。 

⑤このしおりは、当商品において設定する特別勘定の主な投資対象となる投資信託等に関する情報を、投資法人により開

示される内容等に基づき記載したものです。 

⑥このしおりに掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであり、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。 

⑦このしおりは作成時点において取得可能な情報に基づき作成しておりますので、将来内容が変更になる場合があります。

特別勘定の運用実績に関する最新の情報は、下記のご契約者さま専用テレホンサービスまたはホームページにてご確認

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あんしん生命のホームページ（変額保険・変額年金保険情報サイト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120-155-730 

ご契約者さま専用テレホンサービス 

受付時間  平日 9:00～17:00 
         （土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。） 

https://fl.tmn-anshin.co.jp/ 



Ⅰ.特別勘定について 

 

①特別勘定とは 

●投資型年金Ⅰ（以下「変額個人年金保険」といいます。）は資産の運用結果により、年金額、解約払戻金額および

死亡保険金額等が変動（増減）するため、他の保険種類の資産とは区分して資産の管理・運用を行う必要があります。

当社はそのため特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した体制と方針に基づき運用します。 

 

②特別勘定による運用の成果とリスク 

●特別勘定の資産運用は高い収益性も期待できますが、一方で有価証券の価格や為替の変動等にともなう投資リスク

もあります。そのため、お受け取りになる年金額等が払込保険料の総額を下回る場合があります。変額個人年金保険で

は資産運用の成果とリスクがともにご契約者に帰属することになります。 

 

③変額個人年金保険における特別勘定 

●変額個人年金保険には運用対象の異なる複数の特別勘定があり、ご契約者が自由に選択し、組み合わせることができ

ます。この複数の特別勘定の資産は、それぞれ独立して管理・運用されています。 

 

 

①特別勘定の管理運営方針 

●当社は、当社が定める方法により特別勘定の管理運営を行います。 

●当社は、主として外部の運用会社が運用する投資信託等に投資することにより、特別勘定の資産運用を行います。な

お、運用会社および投資対象となる投資信託等の選定・評価は、当社がこれを行います。 

●各特別勘定の投資対象となる投資信託、運用スキーム、運用方針および運用会社等については、今後変更することが

あります。 

●すでに設定された特別勘定を廃止、または複数の特別勘定を統合することがあります。 

 

②特別勘定の管理運営体制 

●この保険の特別勘定の管理運営に関する業務は下図の体制のもとで行います。 

●運用会社および投資対象となる投資信託等の選定・評価、投資に関する意思決定業務は、当社の経理財務部にて

行います。 

●経理財務部と独立して設置された当社のリスク管理部において、受渡・決済等の投資に関する事務業務を行うとともに、

特別勘定の資産運用に関するリスク管理を実施します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は2022年12月現在の管理運営体制です。管理運営体制は、将来変更されることがあります。 

 

 

 

特別勘定のしくみ  

特別勘定における資産運用  

 

取締役会

経理財務部 リスク管理部

　　　　　　　運用会社および投資対象となる

　　　　　　　投資信託等の選定･評価

　　　　　　　投資に関する意思決定業務

　　　　　　　投資に関する事務業務

　　　　　　　特別勘定の資産運用に関わる

　　　　　　　リスク管理

<管理運営体制>
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③特別勘定資産の評価方法 

●特別勘定資産の評価方法は、次のとおりとします。ただし、この評価方法については、今後変更されることがあります。 

（1）有価証券については、時価評価を行います。時価については、当社が当日の営業時間終了までに合理的な方法に

より入手できる価格を使用します。 

（2）（1）以外の資産については、原価法によるものとします。 

（3）為替予約、先物・オプション取引等のオフバランス取引については、時価評価を行い、評価差額を損益に計上します。 

（4）外貨建資産および負債の換算方法については、期末時換算法によります。 

 

（注）変額個人年金保険契約における特別勘定資産の評価は、普通保険約款第２条の規定により、当社の定める方

法により行います。 
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●    が、投資対象となる投資信託の変更に伴い、本追補版に掲載している特別勘定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

特別勘定の種類  
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種類
資産

分類
特別勘定の名称

投資対象となる投資信託等

運用会社、投資顧問会社

……世界株式ヘッジ ……
キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ・ファンドVA－1

運用会社：キャピタル・インターナショナル

……世界株式 ……
キャピタル・インターナショナル・グローバル・エクイティ・ファンドVA－1

運用会社：キャピタル・インターナショナル

…… 日本株式成長株 ……
フィデリティ・日本成長株・ファンド VA3

運用会社：フィデリティ投信

…… 日本株式小型成長株 ……
フィデリティ・日本小型株・ファンド VA3

運用会社：フィデリティ投信

…… 日本株式BR ……
JDF日本株式ファンド

運用会社：ブラックロック・ジャパン

……東京海上日本株式 ……
日本株アクティブファンド

運用会社：東京海上アセットマネジメント

……日本株式インデックス ……
日本株式インデックス・ファンドVA1

運用会社：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

…… 欧州株式 ……
Jupiter European Growth

運用会社：Jupiter Asset Management Limited

…… 米国株式 ……
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL)

投資顧問会社：Jupiter Investment Management Limited

……世界バランス ……
ダ・ヴィンチVA

運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

……世界債券ヘッジ ……
JDFワールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)

運用会社：ブラックロック・ジャパン

…… 世界債券 ……
JDFワールド・ボンド・ファンド (為替ヘッジなし)

運用会社：ブラックロック・ジャパン

…… 米国債券 ……

Janus Henderson Flexible Income Fund

投資顧問会社：Janus Henderson Investors International Limited

副投資顧問会社：Janus Henderson Investors US LLC

……マネー・プール ……
特に定めません
※投資対象を特定せず、円建ての預貯金および当社が投資対象として適していると

　 判断した短期金融商品を中心に投資を行います。
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Ⅱ.資産の運用に関する極めて重要な事項等 
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・この書面は、当商品において設定する特別勘定で主な投資対象となる投資信託に関する情報を投資

法人により開示される内容にもとづき記載したものです。 

・この書面に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであ

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。 

・投資信託の運用方針および運用方法等は将来変更することがあります。 
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               欧州株式 

 

 

 

              Jupiter European Growth 投資対象となる投資信託 

                 

特別勘定の運用方針 

欧州株式を中心に分散投資を行い、中長期的な値上がり益の

獲得を目指します。 

原則として為替ヘッジは行いません。 

              Jupiter Asset Management Limited 運 用 会 社 

特 別 勘 定 の 名 称 



Jupiter European Growth 

 

Ⅱ－3 

 

資産の運用に関する極めて重要な事項 

 

Ⅰ投資信託（ファンド）の状況 

１．投資信託（ファンド）の性格 

(１)名称 

Jupiter European Growth（以下「ファンド」といいます。） 

 

(２)目的および基本的性格 

 ヨーロッパでの特別な投資機会を利用して、長期的な資本成長を達成することを目的としてい

ます。 

 ファンドは、ルクセンブルク法に基づいて設立されたアンブレラ構造を有するオープンエンド

型の投資法人であるザ・ジュピター・グローバル・ファンドのサブファンド「ジュピター・ヨーロ

ピアン・グロース」であり、投資対象はそのうちのクラスI（機関投資家向け）となります。 

 

(３)特色 

・ヨーロッパに事務所を有する企業またはヨーロッパで経済活動の大部分を行っている企業の株

式および関連する証券に投資すること。 

・ファンドの純資産の少なくとも50%がESG特性を満たすなど、EUのサステナブル・ファイナン

ス開示規則（Sustainable Finance Disclosure Regulation、以下「SFDR」といいます。）第8条

の範囲内で、環境面および社会的特性を持続的に促進すること。 

・FTSE World Europe Indexをベンチマークとし、ベンチマークはインデックスのパフォーマン

スを比較する目的でのみ使用すること。 

 

(４)仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

このファンドはルクセンブルク法に基づいて設立された外国投資信託であり、ファンドの情報開

示については、現地の法令等に準拠しています。このため、日本国内の基準による目論見書相当

の情報開示ができない場合があります。 

     
ファンド 

ジュピター・ヨーロピア

ン・グロース 

（Jupiter European 

Growth） 

    

         

管理会社 

ジュピター・アセット・マ

ネジメント・インターナシ

ョナル・エス・エイ 

（Jupiter Asset 

Management International 

S.A.） 

投資運用業務、管理事務お

よびマーケティング業務 

 保管会社 

シティバンク・ヨーロッ

パ・ピーエルシー（ルクセ

ンブルク支店） 

（Citibank Europe plc, 

Luxembourg Branch） 

資産の保管業務 

 投資運用会社 

ジュピター・アセット・マ

ネジメント・リミテッド 

 

（Jupiter Asset 

Management Limited） 

投資運用業務 

 管理事務代行会社 

シティバンク・ヨーロッ

パ・ピーエルシー（ルクセ

ンブルク支店） 

（Citibank Europe plc, 

Luxembourg Branch） 

管理事務業務 

 販売会社 

ジュピター・アセット・マ

ネジメント・リミテッド 

 

（Jupiter Asset 

Management Limited） 

販売業務 
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２．投資方針および投資リスク 

(１)投資方針と主な投資対象 

ファンドは、主に、登録上の事務所を欧州に有するか、または欧州（英国を含みます。）におい

てその経済活動の主たる部分が行なわれ、かつ割安であるか資本成長のために他の良好な見通し

を提供すると投資運用会社が考える発行体の株式および株式関連有価証券（上場優先株式、上場

無担保転換社債、上場ワラントその他類似の証券を含みます。）に投資します。 

投資運用会社は、ファンドの投資対象選定のために主にボトム・アップ手法を採用します。 

投資制限に規定される制限に従い、ファンドは、指数先物および／または現金を利用して方向

性リスクをヘッジし、譲渡性証券に付される債券およびワラントを保有し、オプションおよび先

物を利用し、ポートフォリオ・スワップを締結し、先物為替契約を利用し、流動資産（現金、預

金、短期金融商品およびマネー・マーケット・ファンド）を、財務目的および好ましくない市況に

備えて投資目標を達成するために付随的に保有することができます。 

ファンドは、投資目的で金融デリバティブ商品を活用する集団投資スキームには投資しません。 

ファンドはサステナビリティ・リスクを取り、ESG特性（以下に定義されます。）をプロセスの

選定において考慮に入れています。 

 

サステナビリティ・アプローチ 

ファンドは、SFDR第8条のスコープ内で、持続的に環境面および社会的特性を促進するもので

あり、持続可能な投資対象をその対象とするものではありません。 

ファンドにより促進される環境面および社会的特性は、(i)少なくとも2050年までの温室効果ガ

スゼロを達成するために低カーボン社会に移行すること、(ii)国連グローバル・コンパクト指針に

合致するために人々および地球の責任を遂行することを含みますがこれに限られません（以下

「ESG特性」といいます。）。かかるESG特性は今後発展し得ます。 

投資戦略は、優れた記録および実績ある製品ならびにビジネスモデルを有する企業を選定する

ために、企業努力の証拠および上記の平均的な成長機会の期待値と結びつけて、個別企業の量的

および質的ボトム・アップ分析を行います。 

ESG特性を得るための投資対象の選定において、投資運用会社は、問題のある兵器または石炭

もしくはタバコに紐づけられるビジネス活動をメインとしている企業を制限します。これらの投

資戦略の要素は、投資運用会社に拘束力があります。 

加えて、投資運用会社は、今後さらなる制限および禁止事項を、ファンドのサスティナビリテ

ィ・アプロ―チに合致しないまたは適切でないと感じる他の産業またはセクターに加える可能性

があります。 

かかる戦略は、ファンドの積極運用アプローチ（投資前調査、継続的モニタリングおよび発展

分野における企業契約を含みます。）に沿って、基礎的証券分析を行うことを通じて実施されます。 

投資先企業の優れた統治実務を評価するための方針は、投資運用会社による積極的なエンゲー

ジメントおよびスチュワードシップ・ポリシーに従う企業との対話と分析アプローチを通じてス

チュワードシップを実証することを必要とします。 

ファンドの純資産の少なくとも50%が、ESG特性に合致することを期待されます。 

ファンドの投資対象の90%以上は、投資運用会社のESG特性を用いて分析されます。問題ある

兵器、石炭およびタバコと紐づけられる企業に関する制限を例外として、この分野において企業
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が良い方向に変わろうとする視点があれば、投資対象はESG特性から必ずしも排除されません。

ESG特性に関するさらなる情報は、www.jupiteram.comでオンライン取得できます。 

サステナビリティ・リスクの組込みは、投資の意思決定プロセスおよびリスク管理プロセスの

根幹であり、長期的なリターンの発生に重要な要素です。アクティブ・オーナーシップ・アプロー

チでは、長期的な価値を推進するリスクおよび機会を評価する能力を強化する重大なESG要因（環

境上または社会上の考慮事項等）を勘案します。これらの措置は、証券保持者および出資者の利

益により協調する企業を選別することにより投資の意思決定を向上させ、顧客により良い成果を

もたらすと考えられます。 

これらのリスクは、投資プロセスを通じて考慮され、ファンドの投資先である企業の継続的な

モニタリングの一部を構成します。投資運用会社は、かかる目標を達成するためまたはESG特性

の取得を測る指標として、以下のいずれかを組み合わせて利用します。 

i) 一次調査 

ii) 第三者のESGリスクデータ（気候解析を含みます。） 

iii) 議決権の代理行使に関する調査 

iv) 企業契約 

v) 企業およびその他の投資家／産業体に対する直接的かつ協力的な関与 

vi) 責任ある投資規範へのコミットメント 

vii) 国連グローバル・コンパクト指針に沿うこと 

前述の制限および最小閾値を例外として、ESG特性の促進に関連して、ファンドに適用される

他のサステナビリティ・リスク関連の制限やESG投資の制約はありません（ただし、規制上の要

件に基づき生じる可能性がある制約を除きます。）。第三者のESGデータ提供者による低い格付け

またはマイナスの第三者スコアによって自動的に投資が禁止されるわけではありませんが、内部

審査において慎重に考慮されます。投資運用会社は、悪影響を及ぼすサステナビリティ・リスク

または事象を考慮する際に、ある企業に対する持分を処分し、または当該企業に関与することに

ついて裁量を保持します。投資運用会社はサステナビリティ・リスクを投資の意思決定プロセス

に組み込むことに責任を負うため、上記の行為は投資運用会社が行います。 

投資運用会社は、重大なサステナビリティ・リスクを投資プロセスに組み込むことは、投資決

定に影響を与え、長期的なリスク調整後リターンの上昇に寄与すると考えています。サステナビ

リティ・リスクがリターンに与える可能性の高い影響の評価には、定量的な判断と定性的な判断

の双方が含まれます。スチュワードシップ・ポリシーを遵守した結果は、短期的に実現されるこ

ともあれば、複数の期間にわたって達成されることもあります。影響は、市況にも左右される可

能性があります。 

ファンドは、第三者（指数提供者やコンサルタント等の、調査、報告、スクリーニング、格付け

および／または分析の提供者が含まれる場合があります。）からのESG情報およびデータに依拠し

ていますが、当該情報またはデータは、不完全、不正確、または一貫性のないものである可能性が

あります。 

 

タクソノミ開示 

ファンドにより促進される環境面および社会的特性は、(i)少なくとも2050年までの温室効果ガ

スゼロを達成するために低カーボン社会に移行すること、(ii)国連グローバル・コンパクト指針に

http://www.jupiteram.com/
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合致するために人々および地球に対する責任を遂行することを含みますがこれに限られません。 

ファンドは、気候変動の緩和および／または気候変動への適応の目的に貢献するEUタクソノミ

に沿った環境面の持続可能な活動に投資することにコミットすることはできません。もっとも、

ファンドは気候変動の緩和および／または気候変動への適応に貢献する投資対象に投資する可能

性を排除するものではありません。 

ファンドの投資先となる投資対象は、環境面の持続可能経済活動に関するEU基準を考慮してい

ません。 

 

  ベンチマークに関する情報 

 ファンドは、FTSEワールド・ヨーロッパ・インデックス（FTSE World Europe Index）をベン

チマークとします。 

 ファンドは積極的に運用されており、インデックスパフォーマンスの比較のみを目的としてベ

ンチマークを使用します。このことは、投資運用会社がファンドの投資目的を達成するために、

ベンチマークを参照せずに投資判断を行っていることを意味します。投資運用会社は、ポートフ

ォリオのポジショニングにおいてベンチマークに制約されることは全くありません。ファンドが

推進するESG特性の達成を目的としたベンチマークではありません。 

 

(２)主な投資制限 

本投資法人の取締役会は、リスク分散の原則に基づき、ファンドの投資対象に関する投資方針

を決定する権能を有するものとします。前記(１)投資方針と主な投資対象に記載されるとおり、

ファンドに関してさらに厳格な規則が定められる場合を除き、投資方針は以下に定める規則およ

び制限を遵守するものとします。 

①(a) ファンドへの投資は、以下から構成されます。 

(i)  証券取引所に正式に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品 

(ii) 他の規制市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品、証券取引所に正

式に上場されているまたは規制され、定期的に営業し、認定され、一般に公開されている

他の市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品 

(iii) 最近発行された譲渡性のある証券および短期金融商品。ただし、発行条件に、規制市場

への正式上場許可の申請を行う約束が盛り込まれていること、およびかかる許可が発行か

ら1年以内に確保されることを条件とします。 

(iv) 譲渡可能証券の集団投資事業（Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities、以下「UCITS」といいます。）に関するEU指令に従い認可されたUCITSおよ

び／またはUCITS指令第1条第2項第1号および第2号に規定する範囲のその他の集団投資

事業（以下「UCI」といいます。）の受益証券に（EUの加盟国（以下「EU加盟国」といい

ます。）内に位置するか否かにかかわらず）投資することができます。ただし、以下の要件

を充足しなければなりません。 

• かかるその他のUCIは、EU加盟国の法令またはルクセンブルク金融監督委員会（La 

Commission de Surveillance du Secteur Financier、以下「CSSR」といいます。）が欧

州共同体法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する国および監督当局の協力

が十分に確保されている国の法令により認可されたものであること。 



Jupiter European Growth 

 

Ⅱ－7 

 

• かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同

等であること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短

期金融商品の空売りに関する規則が改定済みのUCITS指令の要件と同等であること。 

• かかるその他のUCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可

能となる形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。 

• （合計で）取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その設立

文書に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に投資されないこと。 

(v) 信用機関の要求払いの預金または12ヶ月以内に満期となり引き出すことができる預金。

ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有するか、非EU加盟国に登録事務所がある

場合は欧州共同体法の規定と同等とルクセンブルク規制機関が判断する健全性に関するル

ールに従っているものでなければなりません。 

(vi) 上記(i)および(ii)に記載する規制市場で取引される金融派生商品（現金決済商品と同等の

ものを含みます。）および／または店頭市場で取引される金融派生商品（以下「OTCデリバ

ティブ」といいます。）。ただし、以下の要件を充足しなければなりません。 

• ファンドが投資することができる投資先商品は、本①.(a)に記載される商品、金融指数、

金利、外国為替または通貨であり、ファンドの投資目的に従い投資されなければなりま

せん。 

• OTCデリバティブ取引の相手方は、健全性に関する監督に服し、ルクセンブルク監督当

局が承認するカテゴリーに属する機関でなければなりません。 

• OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、

随時、取締役会の主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞い

が可能なものでなければなりません。 

(vii) 短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されて

いる場合、規制市場で取引されていない短期金融商品。ただし、当該短期金融商品は以下

のものでなければなりません。 

a. 中央政府、地方自治体、EU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀

行、EU非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複

数のEU加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品 

b. 上記①(a)(i)および(ii)に記載される規制市場で取引される証券の発行者が発行する短期

金融商品 

c. 欧州共同体法が規定する基準に従い健全性に関する監督に服している発行体または少な

くとも欧州共同体法が規定するのと同じ程度厳格であるとルクセンブルク規制機関が判

断する健全性に関するルールに服し、これを遵守する発行体により発行または保証され

る短期金融商品 

d. CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。た

だし、当該短期金融商品への投資は、上記a、bまたはcに規定するものと同程度の投資家

保護に服するものでなければなりません。また、発行体は、少なくとも10,000,000ユーロ

の資本および準備金を有し、会社法に関するEC理事会第4号指令（78/660/EEC指令）に

従い年次財務書類を公表する会社、グループ企業に属し、同グループのファイナンスに

専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークル
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へのファイナンスに専従している会社でなければなりません。 

(b) 各ファンドは、純資産の10%を限度に上記(a)に記載したもの以外の譲渡性のある証券およ

び短期金融商品に投資することができます。 

 

②(a) 各ファンドは、付随的に流動性のある資産を保有することができます。 

(b) 本投資法人は、金融派生商品に関するグローバル・エクスポージャーが、適用されるファン

ドの純資産総額を超過しないようにしなければなりません。 

  当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、予測可能な市

場動向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算します。これは、以下の段落にも

適用されるものとします。 

  本投資法人は、そのファンドの投資方針の一部として、下記③(a)(v)および(vi)に規定する

制限の範囲内で金融派生商品に投資することができます。ただし、対象資産に対するそのエ

クスポージャーは、総額で下記③に規定する投資上限額を超過してはなりません。ファンド

を代理する本投資法人が指数を基礎とする金融派生商品に投資する場合、当該商品は下記③

に規定する上限額と合計する必要はありません。 

  譲渡性のある証券または短期金融商品が金融派生商品を内包する場合は、本②の要件への

適合については、後者も勘案しなければなりません。 

 

③(a)(i) 本投資法人は、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にファンド

の純資産の10%を超えて投資しません。 

  本投資法人は、同一の機関に預けられている預金に当該ファンドの純資産総額の20%を

超えて投資することができません。 

  ファンドの取引相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスク・エクスポージャ

ーは、取引相手方が上記①(a)(v)に記載する信用機関の場合はその純資産の10%、その他の

場合は5%を超えてはなりません。 

(ii) 本投資法人が当該ファンドの純資産の5%を超えて投資する各発行体について、本投資法

人がファンドを代理して保有する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、当

該ファンドの純資産価額の40%を超過してはなりません。 

  この制限は、健全性に関する監督に服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデ

リバティブ取引には適用されません。 

  上記③(a)(i)に記載される個別の制限にかかわらず、本投資法人は、各ファンドについて、

その純資産の20%を超える部分が1つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを

合計することはできません。 

• 当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品 

• 当該機関への預金、および／または 

• 当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー 

(iii) 上記③(a)(i)に記載される10%の制限は、EU加盟国、その地方自治体、地方機関、他の適

格国、一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡

性のある証券または短期金融商品の場合は、上限が35%に引き上げられます。 

(iv) 上記③(a)(i)の第一段落に記載される制限は、その登録事務所がEU内にある信用機関に
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より発行され、法律により、その受益者を保護するための特別な公的監督に服する一定の

債券については、25%を上限とすることができます。特に、当該債券発行により生ずる金額

は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産であ

って、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払い

に充てられる資産に投資されなければなりません。 

  ファンドがその純資産の5%超を上記段落に記載する1つの発行体が発行する債券に投資

する場合、かかる投資の合計価額は当該ファンドの純資産価額の80%を超過してはなりま

せん。 

(v) 上記(iii)および(iv)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、上記③(a)(ii)に

記載される40%の制限の計算に含まれないものとします。 

(vi) 上記(i)、(ii)、(iii)および(iv)に記載される制限は、合計することができません。したがっ

て、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品、上記(i)、(ii)、(iii)および

(iv)に従って行われる当該機関への預金または金融派生商品への投資は、合計でファンドの

純資産の35%を超えてはなりません。 

  会社法に関するEC理事会第7号指令（83/349/EEC指令）または公認の国際的な会計基準

に従い、連結会計の設定の目的上同一グループの一部である会社は、③(a)の制限の計算に

おいては一発行体とみなされるものとします。 

  ファンドは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その純

資産の20%まで投資することができます。 

(b) (i) 以下の④に記載される制限に反することなく、上記③(a)に記載する制限は、ファンドの

投資方針の目的がCSSFの承認する株式または債務証券指数の構成と同一構成を目指すも

のである場合、同一発行体が発行する株式および／または債務証券への投資については、

20%まで引き上げることができます。ただし、次の条件を満たす場合に限ります。 

• 指数の構成銘柄が十分分散されていること 

• 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること、および 

• 指数が適切な方法で公表されていること 

(ii) 上記③(b)(i)に定める制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率

が高い規制市場での例外的な市況により正当化される場合は、35%に引き上げられます。

この上限までの投資は、一発行体にのみ許されます。 

(iii) 上記③(a)に定める規定にかかわらず、本投資法人は、リスク分散の原則に従い、ファン

ドの純資産の100%まで、EU加盟国、その地方自治体、CSSFによってその旨認められる経

済協力開発機構加盟国、シンガポールまたはG20の加盟国、または一もしくは複数のEU加

盟国が属している公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商

品に投資することができます。ただし、当該ファンドは、少なくとも6つの異なる銘柄の有

価証券を保有しなければなりませんが、単一の銘柄がその全純資産の30%を超えてはなり

ません。 

 

④(a) 本投資法人は、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付投資証券を取得しま

せん。 

(b) ファンドは下記を超えるものを取得しません。 
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(i) 同一発行体の議決権のない投資証券の10% 

(ii) 同一発行体の債務証券の10% 

(iii) 同一UCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券の25%、および／または 

(iv) 同一発行体の短期金融商品の10% 

 を取得することはできません。 

  上記④(b)(i)、(ii)および(iv)の制限は、取得時において、債券、短期金融商品もしくは受益証

券の合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができ

ます。 

(c) 上記④(a)および④(b)は以下については適用されません。 

(i)  EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融

商品 

(ii) EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品 

(iii) 一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券

および短期金融商品 

(iv) EU非加盟国で設立された会社の資本における投資証券で、ファンドがその資産を主とし

て当該国に登録事務所を有する発行体に投資するため保有するもの。ただし、当該国の法

令により、かかる保有がファンドによる当該国の発行体に対する唯一の投資方法である場

合に限ります。ただし、この例外は、その投資方針において、EU非加盟国の会社が、③(a)、

④(a)および(b)、ならびに⑤に記載する制限に適合する場合にのみ適用されます。 

(v) 子会社の資本における投資証券で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該

子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が所在する国における運用、助言、もしく

は販売等の業務、または投資主の要請に応じた本投資証券の買戻しに関する業務のみを行

うものでなければなりません。 

 

⑤(a) (i) 本投資法人は、上記①(a)(iv)に記載するUCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券を

取得することができます。ただし、UCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券または一

つのUCITSまたはその他のUCIにファンドの純資産の合計10%を超えて投資することはで

きません。 

  管理会社および／または投資運用会社または共通の管理もしくは支配によりまたは直接

もしくは間接の資本または議決権の10%超の保有によりこれらと結合されている会社によ

り直接的または間接的に運用されている他のUCITSおよび／または他のUCIの受益証券に、

本投資法人が投資する場合、本投資法人は、かかる投資先UCITSおよび／またはUCIの受

益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課されません。 

  上記段落に記載されるとおり本投資法人に結合されているUCITSおよびその他のUCIへ

のファンドの投資に関して、本投資法人に結合されているUCITSおよびその他のUCIに投

資されるファンドの資産の該当部分について、ファンドによっていかなる管理手数料（成

功報酬を含みます。）も課されず、または、本投資法人によって最大0.25%の軽減管理手数

料が課されることがあります。また、あるファンドが当該ファンドよりも管理手数料が低

い本投資法人に結合されているUCITSおよびその他のUCIへ投資する場合、ファンドの管

理手数料とUCITSおよびUCIの管理手数料の割合の差額は、当該ファンドに投資される資
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産の該当部分に課されることがあります。本投資法人は、関連するファンドおよび当該フ

ァンドが関連する期間の間に投資したUCITSおよびその他のUCI両方に対して課される管

理手数料合計に関し、年次報告書に記載します。最大合計累積管理手数料は、4.0%です。 

  本投資法人が投資するUCITSおよびその他のUCIが保有する原投資対象は、上記③(a)に

定める投資制限の目的上、考慮する必要はありません。 

  さらに、管理会社および投資運用会社は、投資先ファンドまたはその投資運用者によっ

て課される手数料または料金に対するリベートから利益を得ることはできません。 

 

⑥さらに、本投資法人は、前記(１)投資方針と主な投資対象に別途記載される場合を除き、以下

のことを行いません。 

(a) 貴金属、商品、商品契約またはこれらを表章する証書、商品指数または商品指数を含む金融

指数に連動する上場投資信託または金融派生商品への投資またはこれらに関する取引。いか

なる状況においても、本投資法人は、商品または商品を表章する証書を取得しません。 

(b) 不動産または不動産に関するオプション、権利または持分の売買。ただし、本投資法人は、

不動産または不動産に関する持分によって保証されるまたは不動産または不動産に関する持

分に投資する会社によって発行される譲渡性のある証券に投資することができます。 

(c) 上記に記載される譲渡性のある証券またはその他の金融商品、短期金融商品またはUCITS

および／またはその他のUCIについて、空売りを行うこと。 

(d) 第三者に対して融資を行うことまたは第三者を代理する保証人として行為すること。ただ

し、本制限の目的上、以下が認められます。 

(i ) 全部または一部が支払済みの形式による適格投資対象の取得、および 

(ii) ポートフォリオ証券の認定貸付、 

(iii) 本制限は、本投資法人が①(a)(iv)、(vi)および(vii)に記載される全額払込済みではない譲

渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品を取得することを妨げないものと

します。 

(e) ファンドの勘定において、時価で当該ファンドの純資産総額の10%を超える額の借入れを行

うこと。また、当該借入れは、銀行からのものであり、本投資証券の償還を含む例外的な目的

の暫定的措置としてのみ実行することができます。ただし、本投資法人は、バック・ツー・バ

ック・ローンによって外貨を取得することができます。 

(f) ファンドの勘定で保有されている有価証券について、債務の保証としての抵当権設定、質権

設定もしくは担保権設定、または譲渡（(i)「為替エクスポージャーおよび受動的為替ヘッジ」

に記載される受動的為替ヘッジを含む外国為替に伴う取引または(ii)⑥(e)に言及される借入

れに関連して必要な場合を除きます。）を行うこと。ただし、⑥(e)に記載される借入れに関連

して、当該抵当権、担保権もしくは質権の設定が各ファンドの純資産価額の10%を超えない

ものとします。疑義を避けるために付言しますと、とりわけ、スワップ取引、オプション取引

および為替先渡取引または先物取引を含むOTCデリバティブ取引に関連して有価証券または

その他の資産を分離勘定へ預託することは、本目的上、抵当権、担保権もしくは質権の設定

とはみなされないものとします。 

(g) 他の発行体の証券の引受人または副引受人となること。 

(h) 無限責任を負うこととなる譲渡性のある証券に投資すること。 
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⑦発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資産が、当該

コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用および解散に関し生ず

る請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コンパートメントは、上記③(a)、③(b)(i)

および(ii)ならびに⑤に記載されるリスク分散規定の適用上、個別の発行体とみなされます。 

 

⑧リスク分散の原則の遵守の確保にあたって、新規ファンドは、設定日から6ヶ月間は上記③およ

び⑤（前記⑤(a)(i)の規定を除きます。）の制限から逸脱することができます。 

 

⑨各ファンドは、十分な分散化によって投資リスクの適切な分散を確保しなければなりません。 

 

⑩さらに、本投資法人は、本投資証券が売買されるところの規制当局によって要求される追加の

制限を遵守します。 

  本投資法人は、資産の一部を構成する有価証券に付与されている新株引受権を行使する際に、

投資制限の比率を遵守する必要はありません。 

  本投資法人の支配の及ばない理由または新株引受権を行使した結果として、上記の制限に定

める上限比率を超えた場合、本投資法人は、優先的目標として投資主の利益を十分に考慮した

上で、事態を是正するために売りの取引を行わなければなりません。 

 

(３)投資リスクについて 

 ①一般事項 

 投資家は、本投資法人への投資に関する意思決定を行うにあたり、以下のリスク要因に留意す

る必要があります。下記はリスクの一部を要約したものですが、網羅的なものではなく、投資の

妥当性に関する助言として解釈されるべきものではありません。 

 受益証券への投資は、投資プログラム全体の一部であるべきであり、投資家は、投資全体に係

る損失を負担できなければなりません。投資家は、自身の状況および資金を考慮した上で、受益

証券への投資が自身に適切であるかどうかを慎重に検討する必要があります。また投資家は、本

投資法人および／または各ファンドの事業や投資に係る税務上の潜在的な影響について、各自の

財務アドバイザーに相談する必要があります。 

 すべての投資はリスクを伴っており、いずれの受益証券への投資から生じる損失についても保

証されません。また、元本の返済を保証するものではありません。そのため、投資家は（投資の実

行に先立ち）、開示済みの投資目標全体に係るリスク・プロファイルが了承できるものであること

を確認する必要があります。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスを示すものではあ

りません。ベンチマークを参照して運用されるファンドの運用実績とともに、ベンチマークの運

用実績が開示されている場合、これはファンドが当該ベンチマークのパフォーマンスと同様のパ

フォーマンスを達成することを意味するものではありません。ファンドは、長期投資とみなされ

るべきものです。ファンドの投資ポートフォリオは、以下の主なリスク要因のいずれかのために、

価値が下落する可能性があります。これに伴い、ファンドへの投資に損失が生じる場合がありま

す。 
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 ②投資目標 

 いずれのファンドの投資目標についても、達成を保証するものではありません。投資家は、フ

ァンドが、ファンドの名称とは本来関連性のない分野に対し、限定的に投資する場合があること

を認識する必要があります。このような異なる市場や資産は、コア投資に比べ、より大きなボラ

ティリティの上昇や低下を伴う可能性があり、ファンドのパフォーマンスは部分的にこれらの投

資に左右されます。そのため、投資家は（投資の実行に先立ち）、開示済みの投資目標全体に係る

リスク・プロファイルが了承できるものであることを確認する必要があります。 

 

 ③流動性リスク 

 ファンドが投資する資産の流動性の欠如（厳しい市場環境などの要因によるかどうかを問いま

せん。）は、ファンドによる当該資産の売却を困難にしたり、当該資産の売却価格の低下につなが

ったりする可能性があります。ファンドが保有する特定の資産について信頼できる価格情報が存

在しない場合、当該資産の市場価格を信頼性をもって評価することが困難になる場合があります。 

 

 ④市場取引停止リスク 

 証券取引所における取引（一般的な取引、または特定の発行体に関する取引）は、市場環境、技

術的な問題により取引が処理できないこと、または特定の発行体に関連する問題などのため、証

券取引所の規則に従い、売買の停止または中断の対象となる場合があります。このような取引の

中断、一時停止、または制限により、ファンドは当該証券取引所で取引されている有価証券を売

却することができず、その結果、損失を計上したり、受益証券の買戻しに遅延が発生したりする

可能性があります。 

 

⑤受益証券売買の停止 

 投資家は、特定の状況において、受益証券を換金する権利が制限される場合があることに留意

する必要があります。 

 

 ⑥ボラティリティリスク 

 投資家は、ボラティリティに起因してファンドの純資産価額が大きく変動することによって、

当該ファンドの受益証券１口当たり純資産価額に悪影響が及び、その結果、損失を被る可能性が

あることに留意する必要があります。 

 

 ⑦規制リスク 

 本投資法人は、EU規則、特にUCITS指令の下で運営されており、ルクセンブルグを本拠地とし

ています。投資家は、現地の規制当局が提供する規制上の保護に差異がある、またはそれらが適

用されない場合があることに留意する必要があります。この分野の詳細については、財務アドバ

イザーまたはその他の専門家にご相談ください。ファンドの資産価格は、国際政治情勢、内戦や

戦争、政府の政策変更、税制の変更、外国投資やリパトリエーションに対する制限、為替変動、投

資対象国の法規制におけるその他の動向をはじめとする不確実性に影響を受ける可能性がありま

す。例として、十分な補償なしに、資産が強制的に収用される場合があります。特定の国や市場に

おける事象や状況の変化は、これまで比較的安定していると考えられていた国や地域への投資に



Jupiter European Growth 

 

Ⅱ－14 

 

伴うリスクに変化をもたらし、リスクを増大させ、安定性を損なう可能性があります。また、国や

地域の政府または規制当局は、金融市場に影響を与えるような政策を実施する場合があります。

これらはすべて、ファンドにマイナスの影響を与える可能性があります。 

 

 ⑧株式（普通株式および優先株式を含みます。） 

 経験上、株式および株式に類似する有価証券は、一般的な市場リスクおよび激しい価格変動の

影響を受けます。そのため、大幅な価格上昇の可能性がある一方で、リスクも高くなります。例と

して、株式および株式に類似する有価証券の価格は、発行体特有の要因、投資マインドの変化、

個々の企業やセクターの利益などに加え、マクロ経済の動向や政治的展望の影響を受けます。こ

れらは、証券市場の見通し、ひいては価格の動向を決定付けます。一部の市場や特定の状況下に

おける有価証券の価格に影響を与える要因すべてを、必ずしも容易に特定できるとは限りません。

このような投資有価証券の価格は下落する、またはゼロになる可能性があります。 

 

⑨ワラント 

 有価証券や為替変動に伴う上記のリスクに加え、ワラントには、ギアリングを通じて生じるリ

スクおよび投資機会が存在します。例として、コールワラントでは、原資産を直接購入する場合

と比較し、ワラント購入時の資本投資を抑えることで、ギアリングを享受します。プットワラン

トについても、同じことが言えます。ギアリングが大きいほど、原資産価格が変動した場合のワ

ラント価格の変動は（オプション条件で定められた権利行使価格と比較して）大きくなります。

ギアリングが大きくなるほど、ワラントの投資機会とリスクは増大します。一般的にワラントは

一定期間に対してのみ発行されるため、原資産の価格が、コールワラントの発行時に定められた

権利行使価格を下回る場合、またはプットワラントの発行時に定められた権利行使価格を上回る

場合には、満期日にワラントの価値がゼロになる可能性もあります。 

 

⑩預託証券 

 特定の国への投資は、その市場への直接投資によって行われる場合も、特定の有価証券に係る

流動性向上などのメリットを享受することを目的として、他の国際証券取引所で取引されている

預託証券を用いて行われる場合もあります。証券取引所に上場される預託証券は、関連する証券

が通常取引される市場の適格性を問わず、適格譲渡可能証券とみなされる場合があります。 

 

⑪信用リスクおよびカウンターパーティー・リスク 

 取得する有価証券を慎重に選択した場合でも、信用／債務不履行リスク、すなわち発行体の支

払い不能に伴う損失リスク（発行体リスク）を排除することはできません。ファンドの資産を投

資または預託している機関のいずれかが、支払い不能またはその他財務上能の困難に見舞われた

場合、ファンドの価格が影響を受ける場合があります。このような預託金には、デリバティブ取

引のカウンターパーティーに対する証拠金の支払いや、銀行の現金預金が含まれます。 

 ファンドは、ヘッジおよび効率的なポートフォリオ管理（詳細については、各ファンドの投資

方針で説明しています。）を目的として、オプション、先物、指数先物および為替予約からなる金

融派生商品に投資する場合があります。当該金融商品の使用には、目指す目標を達成できないリ

スクが伴います。また、個別契約によって締結されたスワップやその他のデリバティブ取引を利
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用することにより、当該ファンドにカウンターパーティー・リスクが発生する場合があります。 

 ある特定の状況では、ファンドが取引する相手方に信用リスクが存在し、ファンドが決済不履

行リスクを負う可能性もあります。これらのリスクは、清算機関の保証、日次の値洗いや決済、仲

介機関に課される分離要件および最低資本要件によって通常保護される取引所取引に伴うリスク

とは大きく異なる場合があります。保管機関やブローカーに預託した有価証券やその他の資産は、

ファンドの資産であることが明確に特定できない場合があります。その場合、ファンドは信用リ

スクを負う可能性があります。また、かかる当事者が支払い不能となった場合、ファンドの資産

に対する権利の行使に関連し、実務上または時間的な問題が発生する場合があります。このよう

な状況では、ファンドが債権の全額または一部を回収できない可能性があります。 

 カウンターパーティーは健全性に関する監督の対象となる機関でなければならず、また投資制

限によって単一企業に対するカウンターパーティー・リスクを制限しなければならないことから、

上記のリスクは軽減されます。このような金融デリバティブ商品の流通市場価格は、発行体の信

用力に対する市場の認識に応じて変動します。 

 カウンターパーティーが破綻した場合、本投資法人は当該発行体やブローカーから支払われる

べき債務に関して、無担保債権者として分類される可能性があり、当該カウンターパーティーに

預託した資産の一部または全部を回収できないか、または回収に著しい遅延が発生する可能性が

あります。このような遅延や損失は、当該ファンドの受益証券の純資産価格に影響を与える場合

があります。 

 

⑫非上場証券に関連するリスク 

 非上場証券は、通常公開されていません。特定の有価証券には公開市場が存在しない場合があ

るため、ファンドが希望する時期に、または有利な価格で、当該有価証券を売却することが困難

になる恐れがあります。その結果、ファンドが損失を被り、当該ファンドの純資産価格が影響を

受ける場合があります。非上場証券の発行体は、上場証券の発行体に比べ、包括的な財務情報を

保持しておらず、緩やかな規制の対象となる傾向があります。投資運用会社は、上場証券の発行

体に関して投資家が入手可能な情報に比べ網羅性に欠ける情報を検討した上で、分析を実施する

ことになります。 

 

 ⑬金融派生商品 

 金融派生商品に伴うリスクには、カウンターパーティー／信用リスク、流動性リスク、評価リ

スク、ボラティリティリスク、相対取引リスクなどがあります。特に、以下のリスク要因は、すべ

てのファンドに共通します。これは、どのようなファンドでも、ヘッジや効率的なポートフォリ

オ管理を目的として、金融派生商品に投資することが可能であるためです。また、ファンドは、金

融派生商品を広範に、または主たる投資目的として利用しているファンドに投資する場合があり

ます。 

 金融派生商品の利用に伴うリスク（ヘッジ、効率的なポートフォリオ管理、または投資を目的

とするかを問いません。）は、以下の通りです。 

a) 株式有価証券 

 投資制限に従い、ファンドは、オプション、スワップ、先物、ワラント、優先株式などの金融

派生商品を含む（ただし、これらに限定されません。）株式関連証券に投資する場合があります。
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株式関連証券への投資は、カウンターパーティー・リスクおよび流動性リスクを伴います。株

式関連証券は上場されていない場合があり、発行体が定める取引条件の適用を受けます。また、

株式関連証券には活発な市場がない場合もあり、その結果、株式関連証券への投資は流動性に

欠ける可能性があります。本投資法人は換金請求に応じるため、株式関連証券の清算価格の提

示について株式関連証券の発行体に依拠しており、このような清算価格は、市場流動性の状況

や取引の規模を反映します。株式関連証券の発行体が、信用や流動性に関する問題のために取

引を決済しないことにより、関連するファンドが損失（全額損失を含みます。）を被るリスクが

あります。株式関連証券への投資は、投資家に原証券の受益権を与えるものではなく、また証

券を発行している会社に対する請求権を与えるものでもありません。原株式と株式関連証券の

表示通貨間で為替レートの変動が発生すると、株式関連証券の価格、株式関連証券の換金額や

分配金額が影響を受けます。また、株式関連証券を通じた投資は、当該株式関連証券に伴う手

数料などにより、原株式に直接投資するファンドに比べ、当該ファンドのパフォーマンスを損

なう可能性があります。 

 b) オプション 

オプションは、ポジションによって重要性が異なる特定のリスクを伴います。 

・コールオプションまたはプットオプションの購入価格は、満期日に消失します。 

・コールオプションを売却した場合、本投資法人は当該資産の大幅な価格上昇の恩恵を受ける

ことができなくなります。プットオプションを売却した場合、当該資産の時価が著しく低い

にもかかわらず、行使価格で資産を取得する義務を負うリスクがあります。 

・オプションの活用は、資産を直接取得する場合よりも、本投資法人の価値に大きな影響を与

える可能性があります。 

c) 金融先物契約 

 金融先物契約は、取引金額の一部（初回証拠金）を直ちに支払う必要があるため、大きな投資

機会であると同時にリスクを伴います。投資運用会社の見通しが外れた場合、本投資法人は、

遅くとも取引期日までに、取引締結時の価格と市場価格との差額を負担する必要があります。

従って、発生し得る損失額を事前に把握することはできず、損失額が提供された担保を上回る

場合があります。 

d) 参加債券 

 参加債券には、取引の相手方が支払い義務を果たせない、または部分的にしか果たせない、

もしくは支払いが遅延する可能性があるといった、特定の契約当事者に係るリスクが存在しま

す。また、為替レートや金利の変動から生じる市場リスクも伴います。 

 外貨に換算する参加債券の場合、為替レートに伴う機会やリスクも存在します。さらに、こ

れらの参加債券は、クロスボーダー取引に関連するその他の参加債券と同様に、いわゆる移転

リスクを伴います。 

e) スワップ 

 スワップには、取引の相手方が支払い義務を果たせない、または部分的にしか果たせない、

もしくは支払いが遅延する可能性があるといった、特定の契約当事者に係るリスクが存在しま

す。また、為替レートや金利の変動から生じる市場リスクも伴います。 

 外貨に換算するスワップの場合、為替レートに伴う機会やリスクも存在します。さらに、こ

れらのスワップは、クロスボーダー取引に関連するその他のスワップと同様に、いわゆる移転
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リスクを伴います。 

 クレジット・デフォルト・スワップは、参照組織の長期証券とは異なる方法で取引される場

合があります。市況が悪化した場合、ベーシス（債券のスプレッドとクレジット・デフォルト・

スワップのスプレッドの差）は、長期証券に比べ、著しく変動する可能性があります。 

f) クレジット・デフォルト・スワップ 

 クレジット・デフォルト・スワップが、証券の発行体に対する信用リスクを排除するために

利用される場合、当該ファンドはプロテクションの売り手に対するカウンターパーティー・リ

スクを負うことになります。一方、このリスクは、ファンドが格付けの高い金融機関とのみク

レジット・デフォルト・スワップ取引を行うことにより軽減されます。クレジット・デフォル

ト・スワップ（以下「CDS」といいます。）が、ヘッジ以外の目的、例えば効率的なポートフォ

リオ管理に利用される場合、またはファンドに関連して主要投資方針の一部として開示される

場合で、何らかの理由で満期前にポジションを清算する必要がある場合は、流動性リスクを伴

う可能性があります。当該ファンドは、この種の取引の利用を適切な方法で制限することによ

り、リスクを軽減します。また、CDSの評価は、店頭取引の評価と同様、困難になる可能性が

あります。ファンドが、効率的なポートフォリオ管理またはヘッジ目的で金融デリバティブ商

品であるCDSを利用する限りにおいて、投資家は当該商品が買い手と売り手の間で債券の信用

エクスポージャーを移転するように設計されていることに留意する必要があります。ファンド

は通常、参照組織として知られる原投資の債務不履行リスクに対処するためにCDSを購入し、

参照組織の信用力を買い手に事実上保証することで支払いを受けるCDSを売却します。後者の

場合、ファンドは参照組織の信用力に対するエクスポージャーを負うことになりますが、当該

参照組織に対する償還請求権は有しません。また、すべてのOTCデリバティブと同様に、買い

手と売り手はCDSによってカウンターパーティー・リスクを負います。カウンターパーティー

によって取引の対象債務の不履行が発生した場合、および／またはクレジットイベントの発生

可否について係争が起こった場合、ファンドは損失を被る可能性があります。これは、ファン

ドが、CDSの価値を全額実現できないことを意味します。 

g) 有価証券オプション取引、金融先物契約、金融先物契約のオプション取引、有価証券指数オ

プション取引で発生する可能性のある損失 

 有価証券オプション取引、金融先物契約、金融先物契約のオプション取引、有価証券指数オ

プション取引（オプション権およびワラント）は、いずれも先物為替取引です。 

 一方、このような取引から生じる可能性のある利益は、発生し得る高額な損失と相殺する必

要があるため、投資家は以下の点について理解する必要があります。 

・先物為替取引によって取得した期限付権利は、喪失または価値の下落を被る場合があります。 

・発生し得る損失額を事前に把握することはできず、損失額が提供された担保を上回る場合が

あります。 

・先物為替取引から生じるリスクを排除または制限するような取引を実行することは、不可能

であるか、または損失を伴う場合があります。 

・上記のリスクに加え、２つの連動した先物為替取引を行使することにより、金融先物契約や

有価証券指数オプション取引に係るリスクを追加的に負うことになり、オプション権やワラ

ントの支払価格について、当初の投資をはるかに上回る損失を招く可能性があります。 

 



Jupiter European Growth 

 

Ⅱ－18 

 

⑬セクターおよび／または地理的集中 

 特定の市場セクター、商品の種類、または地理的地域への投資に特化したファンドは、より広

範に投資しているファンドよりも変動性が高くなる傾向があります。ファンドの価格は、特定の

市場に影響を与えるような経済、政治、政策、為替、流動性、税制、または法規制上の事由の悪響

を受ける可能性が高い恐れがあります。 

 

⑭金融セクターのサブセクター・リスク 

 特定の市場セクターへの投資に特化したファンドは、より広範に投資しているファンドよりも

変動性が高くなる傾向があります。金融市況における最近の変動を考慮すると、金融セクターに

属する企業は、市場内の他のセクターと比較して、当該企業が拠点とする国の経済に発生し得る

システミック・リスクの影響を即時に受けやすくなる場合があります。 

 

⑮為替エクスポージャーおよび為替のパッシブヘッジ 

 ファンドの各クラスには独自のクラス通貨が定められており、ファンドにはそれぞれ基準通貨

が定められています。各クラスの受益証券は、当該クラス通貨を用いて、発行および償還されま

す。クラス通貨は、ファンドの基準通貨と異なる場合があります。各ファンドの資産は、クラス通

貨および／または基準通貨建てではない有価証券などに投資される場合があります。これに伴い、

これらの通貨と基準通貨間の為替レートの変動、および為替管理の変更が、当該資産の価格に有

利または不利な影響を与える場合があります。したがって、各ファンドは、クラス通貨および／

または基準通貨に関する為替リスクを免れません。 

 特に、ファンドの受益証券を取得した受益者は、当該ファンドの投資通貨以外の通貨建て資産

（投資通貨がクラス通貨および／または基準通貨であるかどうかにかかわらず）に関して、為替リ

スクの影響を受けます。 

 資産および負債の大部分を他通貨建てで保有する受益者は、投資先ファンドの資産の表示通貨

と受益者自身の投資通貨との間で為替レートが変動することから生じる損失（または利益）の潜

在的リスクを考慮する必要があります。 

 関連するファンドの基準通貨以外の通貨で、受益証券の購入申し込みを行う、または買戻代金

の支払いを請求する受益者は、当該クラス通貨および／または基準通貨と、受益者が受益権の購

入申し込みに使用した通貨、または買戻代金の支払いを請求した通貨との間で、為替レートが変

動することから生じる損失の潜在的リスクも考慮する必要があります。 

 投資運用会社は、ファンドのクラス通貨および／または基準通貨と投資先資産の通貨との間で、

為替レートが変動することから生じる悪影響を緩和するために、自己の裁量で為替のパッシブヘ

ッジ戦略を利用する場合があります。これには、外国為替取引および／または通貨デリバティブ

取引の利用が含まれる場合があります。一方、何らかのヘッジ手法が採用される保証はなく、採

用された場合でも、ファンドが被る可能性のある為替エクスポージャーの管理に有効であるとは

限りません。 

 ヘッジが行われた基準通貨とは異なる通貨建てのクラスに関し、投資家は、当該ファンドの基

準通貨に対してクラス通貨のエクスポージャーを完全にヘッジできる保証がないことに留意する

必要があります。また、当該ファンドの基準通貨に対してクラス通貨の価値が下落した結果、戦

略が功を奏したことによって、当該クラスにおける受益者の利益が著しく減少する可能性がある
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ことにも留意する必要があります。加えて、当該クラス通貨以外の通貨で買戻代金の支払いを請

求した場合、当該通貨がクラス通貨に対して有するエクスポージャーはヘッジされないことに留

意してください。クラスに帰属する資産に係る為替ヘッジコストは、それぞれのクラスが負担し

ます。 

 

 ⑯為替ヘッジ取引 

 為替ヘッジ取引は、為替リスクを軽減することを目的としています。これらのヘッジ取引は、

為替差損の一部に対して限定的な保護を本投資法人に提供するものであり、為替レートの変動が

本投資法人のパフォーマンスにマイナスの影響を与える可能性は否定できません。 

 

⑰先物為替取引 

 該当するオプション権およびワラントの購入を通じて先物為替取引から生じるコストおよび生

じ得る損失により、本投資法人の運用利益は減少します。この点に関しては、有価証券オプショ

ン取引および金融先物契約に関する注記が本項にも当てはまります。 

 

 ⑱投資先ファンド 

 投資先ファンドが行った投資に関する情報については、その一部が投資先ファンドの運用会社

の専有情報とみなされる場合があり、投資運用会社に必ずしもすべての詳細情報が提供されると

は限りません。情報が入手できない場合、投資運用会社によるファンドマネージャーの選任、配

置、評価が困難になる場合があります。上記にかかわらず、投資運用会社は、投資先ファンドの選

定や、投資先ファンドのパフォーマンスの継続的なモニタリングにおいて、受益者の利益を最優

先として行動します。 

 ファンド資産の投資対象となる個々の投資先ファンドの選定やモニタリングに使用されるデュ

ー・ディリジェンス手続きが整備されている場合でも、関連する過去のパフォーマンス情報が、

（収益性または相関性のいずれかの点で）この投資の将来におけるパフォーマンスを示すものであ

るという保証はありません。 

 投資運用会社は、ファンドが投資している投資先ファンドの投資内容や取引活動のモニタリン

グに努めますが、投資判断は通常、当該投資先ファンドにおいて独自に行われます。また、複数の

運用会社が、同じ証券または同じ産業や国の証券に対して、同時にポジションをとる場合があり

ます。その結果、ファンドが特定の産業や国に集中して投資することになる場合があります。ま

た、ある投資先ファンドがある商品を購入するのと同時期に、別の投資先ファンドが同じ商品の

売却を決定する可能性があります。運用会社の選定が実際に投資スタイルの分散につながること、

および投資先ファンドがとるポジションが常に一貫していることに対する保証はありません。こ

れらの要因により、関連するファンドとその投資家は悪影響を受ける可能性があります。 

 潜在的投資家は、投資先ファンドには、管理報酬やその他の追加的なコストや費用が発生する

ことを認識する必要があります。その結果、受益者は、本投資法人と本投資法人が投資する投資

先ファンドの両方から、管理報酬や費用を請求される場合があります。申込手数料および／また

は買戻手数料についても、重複する場合があります。ただし、ファンドが管理会社、投資運用会

社、またはその関係者によって管理されるスキームに投資する場合、投資先ファンドに係る初期

費用はすべて免除されます。また、管理会社や投資運用会社は、投資対象ファンドやその投資運
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用会社から課される手数料や料金に係るリベートの恩恵を受けられない場合があります。 

 さらに、投資先ファンドの流動性が常に買戻請求に応じられるほど十分であるという保証はあ

りません。特に、投資先ファンドは状況によって、買戻ゲートを設ける場合があります。これは、

投資先ファンドがファンドからの買戻請求に対して（その内容および時期の点で）、必ずしも応じ

られない可能性があることを意味します。また、投資先ファンドの評価が日次で実施されるとい

う保証はなく、ファンドが保有する当該投資先ファンドの評価が困難になる可能性があります。

これらの要因により、関連するファンドとその投資家は悪影響を受ける可能性があります。 

 

 ⑲ETFへの投資 

 投資対象のETFはトラッキングエラーリスク（ETFのパフォーマンスがベンチマーク指数のパ

フォーマンスと乖離するリスク）にさらされています。トラッキングエラーは、採用される投資

戦略、手数料や費用に起因する場合があります。投資対象ETFの運用会社は、トラッキングエラ

ーを最小限に抑えるために、このようなリスクをモニターし、管理するよう努めます。ベンチマ

ーク指数のパフォーマンスにいかなる時でも厳密に、または同じように連動できる保証はありま

せん。投資対象ETFの受益証券の売買価格は、設定や換金の停止（例えば、外国政府による資本

規制の発動など）や、投資対象ETFの受益証券の流通市場における需給関係のために、当該ETF

の受益証券の純資産価格と大きく乖離する場合があります。また、投資対象ETFの手数料や費用、

投資対象ETFの資産とベンチマーク指数の原証券との間の不完全な相関、受益証券価格の端数処

理、ベンチマーク指数の調整、規制方針などの要因により、投資対象ETFの運用会社は、当該ETF

とベンチマーク指数の相関を厳密に維持できない場合があります。その結果、投資対象ETFのリ

ターンは、ベンチマーク指数のリターンから乖離する場合があります。 

 投資対象ETFはパッシブに運用されており、当該ETFの運用会社は、当該ETFに固有の投資特

性により、市場の変化に臨機応変に対処する裁量権を有しません。ベンチマーク指数が下落した

場合、投資対象ETFの価格も同様に下落することが予想されます。投資対象ETFの受益証券が売

買される証券取引所において、当該ETFの受益証券が活発に売買される市場が存在する、または

維持されるとは限りません。ファンドが投資する投資対象ETFの受益証券は、その純資産価格に

対して、大幅な割引価格またはプレミアム価格で売買される場合があります。これらの要因によ

り、関連するファンドの純資産価格が悪影響を受けることがあります。 

 

 ⑳ファンドの繰上償還 

 本投資法人の取締役は、目論見書の「ファンドの統合、清算および再編」の項に定める規定に従

って、ファンドを終了する場合があります。繰上償還を実施する場合、該当するファンドは受益

者に対して、当該ファンドの資産に対する比例持分を分配する必要があります。かかる売却また

は分配の時点で、当該ファンドが保有する特定の投資有価証券の価格が当初原価を下回り、その

結果、受益者が大きな損失を被る場合があります。 

 

㉑クラス間における資産および負債の分別管理 

 本投資法人は、さまざまなファンドによって構成されており、それぞれのファンドが、性質の

異なる資産および負債を保有しています。ファンドはそれぞれ、帳簿や記録上、各クラスに帰属

する資産や負債を分別管理する場合がありますが、第三者の債権者はだれでも、当該ファンドの
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債権者とみなされます。例えば、特定のファンドが、単一または複数の第三者に対する債務のう

ち、特定のクラスに帰属するものについて債務を履行しなかった場合、かかる第三者は、関連す

るファンドのすべての資産（すなわち、すべてのクラスに帰属する資産を指し、ファンドの帳簿

または記録上、当該負債の帰属先となっているクラスの資産のみではありません。）に対して償還

請求権を有します。 

 

 ㉒投資運用会社によるリスク軽減・回避策 

 投資運用会社は、最新の分析手法を駆使して、有価証券投資における機会やリスクの割合を最

適化します。再構成や一時的な現金残高の増加によって、ファンドの一部を有価証券に投資しな

いことで、有価証券投資において発生し得る価格下落の影響を軽減するという投資方針の目標を

達成します。しかしながら、投資方針の目標を達成できるという保証はありません。投資運用会

社は、さまざまな状況や市況の下、目標とする成果を得られない場合があります。 

 

 ○23利益相反 

 運用会社は、ルクセンブルグの適用法規制に従い、利益相反の防止に関する方針を導入および

実施します。 

 取締役、投資運用会社、販売会社、管理会社、管理事務代行会社、受託会社、ならびにそれぞれ

の関連会社、役員、取締役、受益者、従業員および代理人（以下総称して「当事者」といいます。）

は、状況によって本投資法人の経営および／または本投資法人におけるそれぞれの職務と利益相

反を引き起こす可能性のあるその他の財務活動、投資活動および専門的活動に関わっているか、

または関わる可能性があります。これらの活動には、他のファンド（他の投資先ファンドを含み

ます。）の運用またはこれらへの助言、有価証券の売買、投資運用サービス、仲介サービス、非上

場証券の評価（資産価格の上昇に伴い、手数料が増加する場合）、およびその他のファンドや企業

（本投資法人が投資するファンドまたは企業を含みます。）の取締役、役員、顧問もしくは代理人

を務めることが含まれます。 

 特に、投資運用会社は、本投資法人またはファンドと類似もしくは共通する投資目標を有する

その他の投資ファンド（その他の投資先ファンドを含みます。）への助言、またはこれらの運用に

関与する可能性があります。当事者はいずれも、各自が持ち得るこのような関わりによって、職

務の遂行が損なわれることがないよう、また発生し得る利益相反が公正かつ受益者の利益を最優

先に解決されるよう、合理的な努力を払います。投資運用会社は、顧客間の公正な投資配分を確

保するよう努めます。投資運用会社は、利益相反の管理のために行った組織または管理上の取り

決めが、本投資法人または受益者の利益を損なうリスクを、合理的確信を持って回避するのに十

分ではない場合があることを理解しています。このような状況が発生した場合、投資運用会社は、

利益相反を回避できない場合の最終手段として、この事実を受益者に開示します。投資運用会社

の利益相反方針の詳細については、www.jupiteram.comの機関投資家／専門家向けウェブサイト

上でご確認ください。 

 

 ○24業績報酬 

 特定のファンドに業績報酬を付与することには、投資運用会社の利益と受益者の利益の整合性

を図るという利点があります。一方、投資運用会社の報酬の一部は関連するファンドのパフォー

http://www.jupiteram.com/
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マンスを用いて算出されるため、報酬が純粋にファンドの規模に連動している場合またはパフォ

ーマンスを基準とする報奨制度がない場合と比較して、投資運用会社はリスクや投機性の高い投

資を行う誘惑に駆られる可能性があります。 

 

 ○25平準化されていない業績報酬 

 業績報酬の算出方法に起因して、受益証券を買い戻す受益者が投資資金の損失を被った場合で

あっても、当該受益証券に係る業績報酬を負担しなければならない場合があります。 

 

 ○26税制 

 本投資法人の課税状況または税制に変更があった場合、本投資法人が保有する投資有価証券の

価格、および本投資法人のパフォーマンスが影響を受ける場合があります。受益証券に係る投資

家に対する課税について本書で説明している内容は、現在の税法および慣行に基づくものであり、

変更される可能性があります。本投資法人は随時、さまざまな法域において、源泉徴収税や為替

規制の対象となる投資有価証券を購入する場合があります。本投資法人の投資有価証券のいずれ

かに対して、源泉徴収税または為替規制が課せられた場合、その影響により、当該有価証券に関

して本投資法人が受け取る収益は通常減少します。 

 ファンドへの投資に先立ち考慮すべき、上記のような一般的なリスクに加え、一部のファンド

には固有のリスクが存在します。投資家は、当該ファンドへの投資を考慮する際、この点につい

ても留意する必要があります。 

 FATCA（外国口座税務コンプライアンス法）の源泉徴収税制度が、2014年7月1日以降、段階的

に施行されています。本投資法人は、FATCAによる源泉徴収税の賦課を回避するために、課され

た義務を果たすよう努めていますが、これらの義務を果たせる保証はありません。FATCA制度が

施行された結果、本投資法人が源泉徴収税の課税対象となった場合、該当する受益者が保有する

受益証券の価格に重大な損失が生じる可能性があります。 

 

 ○27小規模企業 

 ファンドは、時価総額が2億5千万ユーロ未満の企業に投資する場合があります。小規模企業に

は、大企業のような財務力や多様性、リソースがありません。そのため、景気減速・後退期には、

経営が困難になる場合があります。また、このような企業の時価総額は比較的小さいため、株式

の流動性が低く、その結果、大企業への投資に比べて株価の変動幅が大きくなる可能性がありま

す。 

 

 ○28欧州のソブリン危機に関連するリスク 

 ファンドは、発行体が欧州に登録事務所を有する、または経済活動の大部分を欧州で行ってい

る株式または株式関連証券に投資します。現在の財政状態や、一部の欧州国および欧州圏内の特

定国のソブリン債リスクに関する目下の懸念を受け、欧州への投資に伴うボラティリティ、流動

性、通貨、債務不履行、価格および為替に係るリスクは増大しています。欧州内の国のソブリン格

付の引き下げや、欧州通貨同盟の１以上の加盟国によるユーロからの離脱といったクレジットイ

ベントが発生した場合、ファンドのパフォーマンスは著しく悪化する可能性があります。 
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 ○29ソブリン債に係るリスク 

 政府が発行または保証する有価証券への投資は、政治的、社会的および経済的リスクを伴う場

合があります。困難な状況下において、ソブリン債の発行体は、期日に元本や利息を返済するこ

とができない、もしくは返済する用意がない、またはファンドに対してかかる債務の再編成に合

意するよう求めることがあります。ソブリン債の発行体が債務不履行に陥った場合、ファンドは

重大な損失を被る可能性があります。 

 

 ○30譲渡制限付証券に係るリスク 

 ファンドは、流通や発行に制限のある有価証券に投資する場合があります。このような投資有

価証券は流通性が低く、取得や処分が困難な場合があり、当該ファンドは処分に際して価格変動

の影響を受ける可能性があります。  

 

 ○31自然災害およびパンデミックに係るリスク 

 自然または環境災害（地震、火災、洪水、ハリケーン、津波、その他の過酷な気象現象全般）や、

疾病の蔓延（パンデミックや伝染病を含みます。）は、経済や市場に大きな混乱をもたらしており、

今後も重大な影響を与える可能性があります。これらは、個々の企業、セクター、産業、市場、通

貨、金利、インフレ率、信用格付、投資家心理、およびファンドの投資有価証券の価値に影響をあ

たえるその他の要素にとって打撃となり得ます。世界経済および市場の相互依存性が高まるなか、

１つの国、市場または地域の状況が、他の国々の市場や発行体、為替レートに影響を及ぼす可能

性が高まっています。このような混乱により、ファンドが有利な投資判断を適時に下せない場合

や、ファンドがそれぞれの投資目標を達成できない場合があります。こうした事象は、関連する

ファンドの価格やリスク・プロファイルに重大な影響を与える可能性があります。 

 

 ○32環境・社会・ガバナンス (ESG) 投資に係るリスク 

 財務上および非財務上の基準に基づき、ESG投資を選択または除外します。ESG投資を行った

場合、ファンドのパフォーマンスは、株式市場の平均を下回る場合や、ESG基準を採用していな

いその他のファンドを下回る場合があります。ファンドは、財務的な考慮点だけでなく、ESGに

関連する判断に基づいて、株式を売却することがあります。ESG投資はある程度主観的な部分が

あり、ファンドが行うすべての投資が、特定の投資家の信条や価値観を反映する保証はありませ

ん。「持続可能」とみなされる有価証券への投資は、リスクの増大または低減を伴う場合や、伴わ

ない場合があります。 

 

 ○33ESG評価リスク 

 ESG基準に基づく投資評価において、投資運用会社は、一般に公開されている情報やデータに

頼る場合がありますが、これらのデータは不完全、不正確で、一貫性していないか、または入手で

きないものである可能性があります。その結果、投資運用会社が投資先を誤って評価するリスク

があります。また、投資運用会社が該当するESG基準を正確に適用していないリスク、または関

連するファンドが使用するESG基準に反している可能性のある投資有価証券に（投資信託、REIT、

現金、もしくは短期国債、マネー・マーケット・ファンドなどの準通貨を通じて）限定的に投資し

ているリスクも存在します。 
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 ○34サステナビリティ・リスク 

 サステナビリティ・リスクとは、環境・社会・ガバナンスに関する事象や状況が発生した場合、

ファンドの投資有価証券価格が重大な悪影響を受ける可能性があるか、または実際に受け得るリ

スクをいいます。サステナビリティ・リスクは、それ自体がリスクになる場合や、他のリスクに影

響を与える場合があり、市場リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、カウンターパー

ティー・リスクなどのリスクを大きく増大させる可能性があります。 

 また、サステナビリティ・リスクは、投資家の長期的なリスク調整後リターンに影響を与える

ことがあります。サステナビリティ・リスクの評価は複雑であり、入手が困難で、不完全かつ推定

値であり、現状を反映していない極めて不正確なESGデータに基づいている場合があります。デ

ータが特定された場合でも、当該データの評価によって適切な結論が得られるとは限りません。 
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３.運用状況  

(１)投資状況（２０２１年９月３０日現在） 

資産の種類 時価（ユーロ） 純資産比率 

取引所の公式上場が認められている譲渡可能証券および金融市場

商品の合計 

1,461,274,988 98.54% 

その他の規制市場で取引された譲渡可能証券および金融市場商品

の合計 

4,940,048 0.33% 

現金 9,696,297 0.65% 

その他の資産 7,012,761 0.48% 

純資産総額 1,482,924,094 100.00% 

 

(２)投資資産（投資有価証券の主要銘柄）（２０２１年９月３０日現在） 

投資有価証券 通貨 数量／ 

額面 

時価評価額 

（ユーロ） 

純資産比

率（％） 

取引所に上場している譲渡可能証券および短期金融市場証券 

株式 

デンマーク 

DSV PANALPINA A/S  ﾃﾞﾝﾏｰｸ･ｸﾛｰﾈ 74,181 15,365,473  1.03  

Novo Nordisk A/S 'B'  ﾃﾞﾝﾏｰｸ･ｸﾛｰﾈ 928,188 77,659,232  5.24  

    93,024,705  6.27  

フランス 

BioMerieux  ユーロ 222,432 22,253,209  1.50  

Cie Generale Des Etablissements Michelin Sca  ユーロ 133,571 17,754,925  1.20  

Dassault Systemes SE  ユーロ 1,902,892 86,838,476  5.86  

Edenred  ユーロ 1,355,731 63,400,760  4.28  

Legrand SA ユーロ 261,106 24,217,582  1.63  

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ユーロ 64,569 40,387,910  2.72  

Pernod Ricard SA  ユーロ 309,091 59,090,472  3.98  

Ubisoft Entertainment SA  ユーロ 279,298 14,286,093  0.96  

  

 

  328,229,427  22.13  

ドイツ 

adidas AG  ユーロ 266,061 72,900,714  4.91  

Knorr-Bremse AG ユーロ 194,067 18,038,528  1.22  

  

 

  90,939,242  6.13  

アイルランド 

Kingspan Group plc ユーロ 332,729 28,405,075  1.92  

  

 

  28,405,075  1.92  

イタリア 

DiaSorin SpA  ユーロ 78,933 14,452,632  0.98  

doValue SpA  ユーロ 761,507 7,527,497  0.51  

FinecoBank Banca Fineco SpA ユーロ 2,450,099 38,576,809  2.60  

Nexi SpA, Reg. S  ユーロ 1,664,018 27,348,136  1.84  

  

 

  87,905,074  5.93  

イギリス領ジャージー島 

Experian plc  英ポンド 1,224,545 44,505,783  3.00  

  

 

  44,505,783  3.00  
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投資有価証券 通貨 数量／ 

額面 

時価評価額 

（ユーロ） 

純資産比

率（％） 

ルクセンブルグ 

 

      

Eurofins Scientific SE ユーロ 188,074 21,000,343  1.42  

  

 

  21,000,343  1.42  

オランダ 

ASML Holding NV  ユーロ 73,485 47,937,940  3.23  

Davide Campari-Milano NV  ユーロ 2,333,487 28,567,715  1.93  

IMCD NV ユーロ 291,772 48,492,506  3.27  

Wolters Kluwer NV ユーロ 495,994 45,834,805  3.09  

  

 

  170,832,966  11.52  

スペイン 

 

      

Amadeus IT Group SA  ユーロ 1,152,840 65,319,914  4.40  

Grifols SA  ユーロ 1,192,723 25,148,565  1.70  

  

 

  90,468,479  6.10  

スウェーデン 

Assa Abloy AB 'B' ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｸﾛｰﾅ 1,300,984 32,637,427  2.20  

Atlas Copco AB 'A'  ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ｸﾛｰﾅ 566,065 29,524,371  1.99  

  

 

  62,161,798  4.19  

スイス 

Barry Callebaut AG  ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ 4,548 8,885,201  0.60  

Lonza Group AG  ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ 53,831 34,982,790  2.36  

Partners Group Holding AG  ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ 21,198 28,678,394  1.93  

Sika AG  ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ 98,668 27,102,427  1.83  

Temenos AG  ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ 212,882 25,087,409  1.69  

VAT Group AG, Reg. S  ｽｲｽ･ﾌﾗﾝ 60,964 20,579,894  1.39  

  

 

  145,316,115  9.80  

イギリス 

Allfunds Group plc ユーロ 2,958,305 48,477,744  3.27  

AVEVA Group plc  英ポンド 831,295 34,874,759  2.35  

Dechra Pharmaceuticals plc  英ポンド 261,236 14,658,104  0.99  

Dr. Martens plc  英ポンド 3,590,536 16,023,989  1.08  

Genus plc 英ポンド 417,383 26,700,189  1.80  

London Stock Exchange Group plc  英ポンド 206,936 17,898,651  1.21  

RELX plc  ユーロ 4,178,310 105,857,484  7.14  

Rentokil Initial plc  英ポンド 2,876,480 19,549,789  1.32  

Weir Group plc (The)  英ポンド 743,818 14,445,272  0.97  

  

 

  298,485,981  20.13  

株式合計 

 

  1,461,274,988  98.54  

取引所に上場している譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計  1,461,274,988  98.54  

他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券 

株式 

ベルギー 

Azelis Group NV  ユーロ 185,594 4,940,048  0.33  

  

 

  4,940,048  0.33  

株式合計  4,940,048  0.33  

他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計 4,940,048  0.33  

投資有価証券合計 1,466,215,036  98.87  
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(３)運用実績（２０２２年１１月３０日現在） 

 ①純資産の推移 

年月日 発行済数量 

１口当たり

純資産額 

（ユーロ） 

純資産総額 

（ユーロ） 

2012年9月28日 3,871,882.98 21.68  83,941,469.89 

2013年9月30日 7,603,559.26 25.03  190,312,556.92 

2014年9月30日 16,122,682.29 28.06  452,462,703.84 

2015年9月30日 26,033,930.24 35.28  918,540,358.45 

2016年9月30日 38,399,432.46 35.12  1,348,680,888.84 

2017年9月29日 33,655,302.63 40.87  1,375,331,335.19 

2018年9月28日 39,658,165.89 47.75  1,893,858,882.56 

2019年9月30日 27,299,329.45 50.37  1,375,111,376.76 

2020年9月30日 11,424,722.31 53.09  606,501,798.16 

2021年9月30日 8,393,001.21 65.80  552,277,389.23 

2022年9月30日 5,776,085.62 50.17 289,804,215.84 

   10月31日 5,385,130.01 53.24 286,709,475.71 

     11月30日 5,153,847.06 56.11 289,162,501.90 

 

②分配の推移 

 該当事項はありません。 

 

③収益率の推移 

暦年 収益率 

2012年 31.5％ 

2013年 20.4％ 

2014年 13.3％ 

2015年 30.8％ 

2016年 ▲10.1％ 

2017年 20.9％ 

2018年 ▲3.9％ 

2019年 30.3％ 

2020年 4.9％ 

2021年 26.5％  
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参考情報 

基準価額およびベンチマークの推移（2012年11月末～2022年11月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基準価額は、費用控除後の1口当たり純資産価額に分配金を再投資したものとして算出しています。 

※ベンチマークはFTSE World Europe Indexです。 

※騰落率は2012年11月末を基準としています。 

 出所：モーニングスター 2022年11月30日 

 

2022年11月末現在 

基準価額・純資産総額（ユーロ） 

基準価額          56.11 

純資産総額 289,162,501.90 

設定日 2001年8月17日 

 

騰落率 

 1か月 3か月 年初来 1年 3年 5年 10年 

当ファンド 5.4% 2.9% ▲20.4% ▲17.8% 7.8% 32.4% 153.6% 

ベンチマーク 7.0% 6.5% ▲6.2% ▲1.2% 17.3% 31.8% 114.0% 

差 ▲1.6% ▲3.6% ▲14.2% ▲16.6% ▲9.5% 0.6% 39.6% 
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主な資産の状況（2022年11月末） 

資産別配分 

資産 比率(%) 

株式 98.7 

現金 1.3 

合計 100.0 

 

国・地域別配分                  産業別配分 

No 国・地域名 比率(%)  No 業種 比率(%) 

1 フランス 25.2 1 工業 24.9 

2 イギリス 17.1 2 一般消費財 22.4 

3 オランダ 16.1 3 テクノロジー 14.4 

4 スイス 8.6 4 ヘルスケア 13.6 

5 デンマーク 7.1 5 金融 10.7 

6 イタリア 5.9 6 生活必需品 7.2 

7 スペイン 5.8 7 基本素材 5.7 

8 スウェーデン 5.6  

9 ドイツ 2.6 

10 アイルランド 2.1 

 

組入上位10銘柄 

順位 銘柄 比率（％） 

1 Relx Plc 6.3% 

2 Novo Nordisk Class B 5.8% 

3 Lvmh  5.2% 

4 Pernod Ricard SA 5.0% 

5 Asml Holding Nv  4.9% 

6 Amadeus IT Group SA  4.9% 

7 Edenred 4.8% 

8 Dassault Systemes 4.6% 

9 Finecobank Banca Fineco  4.0% 

10 Wolters Kluwer Nv 3.5% 

 

年間収益率の推移 
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Ⅱ財務ハイライト情報 

 

以下の記載事項は、「資産の運用に関する重要な事項」の「Ⅱ投資信託（ファンド）の経理状況」の

「１.財務諸表」に記載された情報を抜粋しています。 

 

（１）貸借対照表（純資産計算書） 

                                                         ２０２１年９月３０日現在 

科目 金額（ユーロ） 

資産の部 

投資有価証券取得原価 

未実現(損)益 

投資有価証券時価 

現預金(銀行およびブローカー) 

受益証券発行未収金 

有価証券売却未収金 

未収配当金 

差金決済取引未収配当金 

未収利息 

未収税還付金 

管理報酬割引 

適正価額で計上されるオプション取引 

金融先物取引未実現利益 

外国為替先物予約未実現利益 

適正価額で計上される差金決済取引 

適正価額で計上されるスワップ契約 

その他の資産 

 

1,038,883,026 

427,332,010 

1,466,215,036 

9,696,299 

2,390,863 

1,911,402 

66,213 

- 

- 

5,614,358 

1 

- 

- 

5,628,034 

- 

- 

3,541 

資産合計 1,491,525,747 

負債の部 

当座貸越 

ブローカーに対する債務 

受益証券買戻未払金 

投資有価証券購入未払金 

未払利息 

差金決済取引未払利息 

未払配当金 

未払管理報酬 

適正価額で計上されるオプション取引 

金融先物取引未実現損失 

外国為替先物予約未実現損失 

適正価額で計上される差金決済取引 

 

2 

- 

1,280,967 

3,741,103 

- 

- 

23,179 

2,780,396 

- 

- 

277,141 

- 
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適正価額で計上されるスワップ契約 

その他の負債 

- 

498,865 

負債合計 8,601,653 

純資産合計 1,482,924,094 

 

（２）損益計算書（および純資産変動計算書） 

                         ２０２１年９月３０日終了会計年度 

科目 金額（ユーロ） 

期首純資産額 1,401,335,679 

利益 

受取配当金、源泉課税控除後 

投資有価証券からの受取利息、源泉課税控除後 

差金決済取引受取配当金 

差金決済取引受取利息 

スワップ契約利息 

銀行利息 

管理報酬割引 

その他の収益 

 

13,937,034 

- 

- 

- 

- 

95 

- 

- 

利益合計 13,937,129 

費用 

管理報酬 

実績報酬 

差金決済取引支払配当金 

銀行その他支払利息 

スワップ契約利息 

差金決済取引支払利息 

一括運用報酬 

 

14,921,659 

- 

- 

117,852 

- 

- 

2,694,214 

費用合計 17,733,725 

正味投資(損)益 

正味実現(損)益： 

投資有価証券の売却収入 

オプション契約 

金融先物取引 

外国為替予約取引 

差金決済取引 

スワップ契約 

為替 

-3,796,596 

 

156,331,892 

- 

- 

2,516,554 

- 

- 

-224,139 

当期の正味実現(損)益 158,624,307 

未実現評価益(減価償却費)の純増減： 

投資有価証券 

 

137,230,256 
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オプション契約 

金融先物取引 

外国為替予約取引 

差金決済取引 

スワップ契約 

為替 

- 

- 

3,477,257 

- 

- 

116,134 

当期未実現評価益(減価償却費)の純増減 140,823,647 

運用にともなう純資産の増(減)額 

発行 

買戻 

295,651,358 

457,064,647 

-671,104,410 

資本金の変動にともなう純資産の増(減)額 

支払配当金 

外国為替差損益 

-214,039,763 

-23,180 

 

期末純資産額 1,482,924,094 

 

 

貸借対照表（純資産計算書）、損益計算書（および純資産変動計算書）は、Jupiter European Growth

に含まれるすべてのシェアクラスを合算したものです。 
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Ⅲ「資産の運用に関する重要な事項」の項目 

投資信託（ファンド）の沿革、投資信託（ファンド）の経理状況の詳細、設定および解約の実績に

ついては、「資産の運用に関する重要な事項」に記載されています。 

「資産の運用に関する重要な事項」の項目は以下の通りです。 

Ⅰ投資信託（ファンド）の沿革 

Ⅱ投資信託（ファンド）の経理状況 

１．財務諸表 

（１）貸借対照表（純資産計算書） 

（２）損益計算書（および純資産変動計算書） 

（３）附属明細表 

２．投資信託（ファンド）の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.資産の運用に関する重要な事項 
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・この書面は、当商品において設定する特別勘定で主な投資対象となる投資信託に関する情報を投資

法人により開示される内容にもとづき記載したものです。 

・この書面に掲載されている運用状況、財務諸表、投資信託の現況等は過去の実績を表したものであ

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。 

・投資信託の運用方針および運用方法等は将来変更することがあります。 

 

Ⅲ－2 

               欧州株式 

 

 

 

              Jupiter European Growth 投資対象となる投資信託 

                 

特別勘定の運用方針 

欧州株式を中心に分散投資を行い、中長期的な値上がり益の

獲得を目指します。 

原則として為替ヘッジは行いません。 

              Jupiter Asset Management Limited 運 用 会 社 

特 別 勘 定 の 名 称 
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資産の運用に関する重要な事項 

Ⅰ 投資信託（ファンド）の沿革 

２００１年 ８月１７日  ファンドの設定日 

２００５年 ３月１４日  シェアクラスの設定日 

 

Ⅱ 投資信託（ファンド）の経理状況 

（１）このファンドはルクセンブルク法に基づいて設立された外国投資信託であり、当ファンドの

財務諸表は、現地の法令に準拠して作成された原文の財務諸表等を翻訳したものです。 

 

（２）このファンドは、２０２１年９月３０日に終了する計算期間の財務諸表について、プライス

ウォーターハウスクーパース協同組合の監査を受けています。なお、本財務書類等に関する解

釈は原文にのみ基づきます。 
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独立監査法人の監査報告書 
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（訳文） 

 

監査報告書 

 

ジュピター・グローバル・ファンドの受益者の皆様へ 

 

監査意見 

当監査法人は、財務諸表の作成と表示に関連するルクセンブルグの法律および規制要件に準拠して、

添付の財務諸表が、2021年9月30日現在のジュピター・グローバル・ファンド（以下「ファンド」と

いう）およびその各サブファンドの財政状態、ならびに同日終了年度におけるその運用結果および

純資産の変動について真実かつ公正な表示をしていると判断します。 

 

監査した内容 

以下に構成される当ファンドの財務諸表。 

・2021年9月30日時点の純資産計算書。 
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・事業年度終了時点の損益計算書および純資産変動計算書。 

・2021年9月30日時点の投資有価証券明細表、および 

・重要な会計方針の要約を含む財務諸表に対する注記。 

 

意見の根拠 

当監査法人は、2016年7月23日監査法人法（以下、2016年7月23日法という。）および「金融監督委

員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）」（CSSF）がルクセンブルグに採用した

国際監査基準（ISA）に準拠して監査を実施した。2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグ

に対して採択したISAに基づく当監査法人の責任は、当報告書の「財務諸表の監査に関する

『Réviseur d'entreprises agréé）』の責任」においてさらに説明されている。 

当監査法人は、意見の根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

当監査法人は、CSSFによりルクセンブルグに対して採択された会計士国際倫理基準審議会（IESBA）

が発行した国際独立基準を含む職業会計士の国際倫理基準に従って、財務諸表監査に関連する倫理

要件とともに、当ファンドから独立している。当監査法人は、それらの倫理的要求事項の下で、その

他の倫理的責任を果たしている。 

 

その他の情報 

その他の情報については、取締役会が責任を負う。その他の情報は、有価証券報告書に記載されて

いる情報から構成されており、財務諸表およびそれに対する当監査法人の監査報告書は含まれない。 

当監査法人の財務諸表に対する意見書は、その他の情報を対象としておらず、いかなる種類の確信

的結論も表明していない。 

財務諸表監査に関連して、当監査法人の責任は、上記のその他の情報を読み、その中で当該その他

の情報が財務諸表または当監査法人の監査で得た知識と重要な矛盾がないか、またはその他の重要

な虚偽表示がないかを検討することにある。当監査法人が実施した業務に基づいて、この他の情報

に重要な虚偽の表示があると判断した場合、当監査法人はその事実を報告することが要求される。

この点については、当監査法人は特に報告することはない。 

 

財務諸表に対する取締役会の責任 

取締役会は、財務諸表の作成および表示に関するルクセンブルグの法律および規制の要件に従った

財務諸表の作成と公正な表示、ならびに不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表の作

成を可能にするために取締役会が必要と判断した内部統制に対して責任を負う。 

財務諸表の作成にあたり、取締役会は、当ファンドおよびその各サブファンドが継続事業体として

存続する能力を評価し、継続事業に関する事項を適宜開示し、取締役会が当ファンドの清算、サブ

ファンドの閉鎖または事業の停止を意図しているか、またはそうする以外に現実的な選択肢がない

場合を除いて、継続事業基準を用いて会計処理を行う責任がある。 

 

財務諸表監査人「Réviseur d'entreprises agréé」の責任 

監査の目的は、当監査法人に財務諸表に不正または過誤による重要な虚偽表示がないかどうかの合

理的な確信を得ることであり、当監査法人の意見を表明するための監査報告書を発行することにあ
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る。合理的な確信とは、高いレベルの確信である一方、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブ

ルグに採用したISAに準拠して実施した監査が、重要な虚偽表示が存在する場合に必ず発見できる

という保証では無い。虚偽表示は、不正または過誤から生じる可能性があり、個別または全体とし

て、これらの財務諸表に基づいて行われる利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的に予想

される場合には、重要であると判断される。 

2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに採用したISAに準拠した監査の一環として、当監

査法人は、監査を通じて専門的判断を行い、職業的懐疑心を維持する。また、当監査法人は、以下の

とおりである。 

・不正または過誤による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを識別し、評価し、それらのリスクに

対応した監査手続を立案し、実施し、かつ、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入

手する。不正には、共謀、偽造、意図的な省略、虚偽表示、内部統制の無効化などが含まれるた

め、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、過誤によるものよりも高くなる。 

・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、

ファンドの内部統制の有効性について意見を表明することを目的とするものではない。 

・使用した会計方針の適切性、取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評

価する。 

・結論として、取締役会が継続企業を前提として会計処理を行うことの適切性および入手した監査

証拠に基づき、ファンドまたはそのサブファンドが継続企業として継続できるかどうかについて

重要な疑いを生じさせるような事象または状況に関連する重要な不確実性が存在するか否かにつ

いて判断している。重要な不確実性が存在すると結論づけた場合、監査報告書において、財務諸

表における関連する開示に注意を喚起し、その開示が不十分である場合には、意見を修正するこ

とが要求されている。結論は、当監査法人が監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて判

断している。しかし、将来の事象や状況により、当ファンドまたはそのサブファンドが継続企業

として存続できなくなる可能性もある。 

・開示内容を含む財務諸表の全体的な表示、構造および内容、ならびに財務諸表が公正な表示を実

現する方法で基礎となる取引および事象を表しているか否かを評価する。 

当監査法人は、監査役等と、計画した監査の範囲および時期、監査中に識別した内部統制の重要な

不備を含む重要な監査結果等に関して意思疎通を図っている。 

 

プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ協同組合 

（PricewaterhouseCoopers, Société coopérative）       ルクセンブルク、2021年12月17日 

代表者 

セレネ・シュタイエ（Serene Shtayyeh） 
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１．財務諸表 

（１）貸借対照表（純資産計算書） 

                                                      ２０２１年９月３０日現在 

科目 金額（ユーロ） 

資産の部 

投資有価証券取得原価 

未実現(損)益 

投資有価証券時価 

現預金(銀行およびブローカー) 

受益証券発行未収金 

投資有価証券売却未収金 

未収配当金 

差金決済取引未収配当金 

未収利息 

未収税還付金 

管理報酬割引 

適正価額で計上されるオプション取引 

金融先物取引未実現利益 

外国為替先物予約未実現利益 

適正価額で計上される差金決済取引 

適正価額で計上されるスワップ契約 

その他の資産 

 

1,038,883,026 

427,332,010 

1,466,215,036 

9,696,299 

2,390,863 

1,911,402 

66,213 

- 

- 

5,614,358 

1 

- 

- 

5,628,034 

- 

- 

3,541 

資産合計 1,491,525,747 

負債の部 

当座貸越 

ブローカーに対する債務 

受益証券買戻未払金 

投資有価証券購入未払金 

未払利息 

差金決済取引未払利息 

未払配当金 

未払管理報酬 

適正価額で計上されるオプション取引 

金融先物取引未実現損失 

外国為替先物予約未実現損失 

適正価額で計上される差金決済取引 

適正価額で計上されるスワップ契約 

その他の負債 

 

2 

- 

1,280,967 

3,741,103 

- 

- 

23,179 

2,780,396 

- 

- 

277,141 

- 

- 

498,865 

負債合計 8,601,653 

純資産合計 1,482,924,094 

添付の注記は、これらの財務諸表の不可分の一部を構成しています。 
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（２）損益計算書（および純資産変動計算書） 

                         ２０２１年９月３０日終了会計年度 

科目 金額（ユーロ） 

期首純資産額 1,401,335,679 

利益 

受取配当金、源泉課税控除後 

投資有価証券からの受取利息、源泉課税控除後 

差金決済取引受取配当金 

差金決済取引受取利息 

スワップ契約利息 

銀行利息 

管理報酬割引 

その他の収益 

 

13,937,034 

- 

- 

- 

- 

95 

- 

- 

利益合計 13,937,129 

費用 

管理報酬 

実績報酬 

差金決済取引支払配当金 

銀行その他支払利息 

スワップ契約利息 

差金決済取引支払利息 

一括運用報酬 

 

14,921,659 

- 

- 

117,852 

- 

- 

2,694,214 

費用合計 17,733,725 

正味投資(損)益 

正味実現(損)益： 

投資有価証券の売却収入 

オプション契約 

金融先物取引 

外国為替予約取引 

差金決済取引 

スワップ契約 

為替 

-3,796,596 

 

156,331,892 

- 

- 

2,516,554 

- 

- 

-224,139 

当期の正味実現(損)益 158,624,307 

未実現評価益(減価償却費)の純増減： 

投資有価証券 

オプション契約 

金融先物取引 

外国為替予約取引 

差金決済取引 

 

137,230,256 

- 

- 

3,477,257 

- 
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スワップ契約 

為替 

- 

116,134 

当期未実現評価益(減価償却費)の純増減 140,823,647 

運用にともなう純資産の増(減)額 

発行 

買戻 

295,651,358 

457,064,647 

-671,104,410 

資本金の変動にともなう純資産の増(減)額 

支払配当金 

外国為替差損益 

-214,039,763 

-23,180 

 

期末純資産額 1,482,924,094 

  添付の注記は、これらの財務諸表の不可分の一部を構成しています。 

 

貸借対照表（純資産計算書）、損益計算書（および純資産変動計算書）は、Jupiter European Growth

に含まれるすべてのシェアクラスを合算したものです。 

 

財務諸表に関する注記事項 

主要な会計方針の概要 

 

a) 作成の根拠 

 財務諸表は、投資ファンドに適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原

則に準拠して作成されています。財務諸表は、継続事業に基づいて作成されています。 

 

b) 財務諸表 

 財務諸表は各ファンドの基準通貨で表示され、本投資法人の連結純資産計算書および連結損益

計算書および連結純資産変動計算書は、これらの財務諸表の日付における為替レートに基づいて

ユーロ(€)で表示されています。 

 純資産額は評価日を基準として算出されており、取引日の値とは異なる場合があります。本報

告書に記載されている財務諸表は、当該年度において算出された最新の純資産額に基づ いて作

成されています。 

 期首の為替レートで表示された期首純資産と期末の純資産との差額は、損益計算書および純資

産変動計算書の「外国為替差損益」として表示されています。 

 

c) 外貨換算 

 ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、これらの財務諸表の日付における為

替レートで基準通貨に換算しています。年度中に発生した基準通貨以外の通貨による取引は、取

引日の為替レートで換算しています。換算にともなう差異は、損益計算書および純資産変動計算

書に計上されています。 
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d) 投資有価証券 

 有価証券は、当初、与えられた対価の適正価額である取得原価で認識されます。 

 公認の証券取引所に上場されている有価証券、または規制されているマーケットで取引されて

いる有価証券は、会社の評価時点の直近の価格で評価されます。 

 クローズドエンド型ファンドは直近の株価で評価されます。実務上可能な限り、直近の純資産

額には、本投資法人の評価時点（ルクセンブルク時間午後1時）以前に評価時点がある投資先フ

ァンドの、同じ評価日に算出された純資産額が含まれるとみなされます。 

 ファンドが当該日に保有する有価証券がいかなる証券取引所にも上場されておらず、規制市場

でも取引されていない場合、または、証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引

されている有価証券に関して、上記のように決定した価格の根拠が当該有価証券の公正市場価値

を代表していない場合、当該有価証券の価値は、本投資法人の取締役会から委任を受けて、ジュ

ピター・アセット・マネジメント・インターナショナル（Jupiter Asset Management 

International S.A）が慎重かつ誠実に決定した合理的に予測できる売却価格に基づいて決定され

るものとします。 

 

e) 差金決済取引 

 差金決済取引は、原資産である上場株式の現地通貨建ての日次価格を当該ファンドの通貨に換

算して評価されます。差金決済取引の未実現損益は、「適正価額で計上される差金決済取引」とし

て純資産額計算書に計上されています。差金決済取引は、評価時点の翌月末にリセットされます。 

 差金決済取引の原資産となる有価証券に対する配当は、ロングポジションの場合は「差金決済

取引未収配当金」として純資産計算書に計上されています。差金決済取引にかかる利息は、ロン

グポジションの場合は「差金決済取引未払利息」として純資産の部に計上されています。  

 

f) クレジット・デフォルト・スワップ契約 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約（以下、「CDS」といいます。）は、2つの当事者が契

約を締結し、買い手が売り手に対し、契約期間中、定期的に支払いを行う取引です。売主は、予

め設定された対象資産に関連する信用事由が発生しない限り、支払いを行いません。その場合、

売り手は買い手に対して支払いを行い、スワップ契約は終了します。 

 CDS契約は、サービス・データ・プロバイダー、マーケット・データおよびアルゴリズムを参

照して評価されます。 

 差金決済契約の未実現損益は、「適正価額で計上されるスワップ契約」として純資産計算書に

計上されています。 

 想定元本は、契約の潜在的な負債のうち最も大きいものを表し、純資産計算書には表示されま

せん。 

 

g) 金利スワップ契約 

 金利スワップ契約（以下「IRS」といいます。）とは、計算基礎となる想定元本を基に、一連の

利払いを別の一連の利払い（通常は固定／変動）と交換することに各当事者が合意する二者間契

約であり、通常は交換されません。 
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 金利スワップ契約の未実現損益は、「適正価額で計上されるスワップ契約」として純資産計算

書に計上されています。 

 

h) オプション 

 オプションとは、将来の固定された日付または満期前の任意の時点において、購入者が特定の

量の金融商品を固定価格で購入または売却する権利（義務ではありません。）を譲渡する契約上の

合意です。 

 公認の証券取引所に上場されている、または規制された市場で取引されているオプションの価

値は、本投資法人の評価時点の直近の価格で評価されます。 

 店頭取引(OTC)オプションは、ブラック・ショールズ・モデルを用いて評価しています。オプ

ションは、市場予想実績、直物レベルおよび原資産のボラティリティに基づいて、予想される将

来のキャッシュフローを参照することにより評価されています。 

 本投資法人は、規制された取引所および店頭市場を通じて、プットオプションおよびコールオ

プションの売買を行うことができます。本投資法人が購入したオプションは、オプションの満期

日またはその前に、合意された価額で原資産を購入（コールオプション）または売却（プットオ

プション）する機会を提供するものです。本投資法人は購入したオプションについて、その帳簿

価額（適正価額）の範囲内でのみ信用リスクにさらされています。 

 

i) 外国為替先物予約 

 本投資法人は、為替変動リスクをヘッジするために、外国為替先物予約を締結することがあり

ます。これらの契約の帳簿価額は、評価日にポジションを決済した場合に実現する利得または損

失であり、「外国為替先物予約未実現利益」および「外国為替先物予約未実現損失」として純資産

計算書に計上されています。契約終了時に、その損益は「外国為替先物予約の正味実現(損)益」

に計上されます。 

 

j) 金融先物取引 

 規制対象の金融先物取引は、取引所における決済価格で評価されています。初回証拠金預託は

契約締結時に行われ、現金または有価証券のいずれかにより行われます。契約が開かれている期

間中、契約の価値の変動は、各営業日の取引終了時点の契約のマーケット価値を反映し、日次ベ

ースで「値洗い」することにより、未実現利益および損失として認識されます。金融先物契約の

未実現(損)益は、「金融先物取引未実現利益」または「金融先物取引未実現損失」として純資産計

算書に計上されています。追加証拠金は、損失または利益の発生に応じて、支払または受取が行

われます。契約が終了した時点で、本投資法人は契約終了にともなう収益または費用と契約当初

の費用との差額に相当する実現損益を計上しています。 

 

k) 収益の計上 

 債券は割引価格またはプレミアム価格で購入することができます。このような割引額またはプ

レミアムは、債券の償還期間にわたって定額法により償却されます。償却は、損益計算書および

純資産変動計算書の「投資有価証券からの受取利息、源泉課税控除後」に含まれる受取利息の一
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部として計上されています。 

 利息収入は、回収可能性に疑問がある場合を除き、利息が発生した時点で計上しています。 

 配当金収入は、配当金を受け取る権利が確定した時点で計上しています。 

 損益計算書および純資産変動計算書において、利益は源泉課税額控除後で表示されます。 

 

l) 費用の計上 

 費用は発生主義で計上されています。費用は、損益計算書および純資産変動計算書において計

上されます。ただし、投資の取得に要した費用は当該投資の取得原価に含まれ、投資の売却に要

した費用は売却収入から差し引かれます。 

 

m) 配当金支払額 

  本投資法人が支払うべき配当金については、配当落ち日に計上されています。 

 

n) 1株当たり純資産額 

 1株当たり純資産は、純資産計算書に含まれる当該クラスのファンドの純資産を、期末時点の

当該クラスの発行済株式数で除して算出しています。 

 

o) 見積もりの利用 

 ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して財務諸表を作成す

るためには、経営陣が、財務諸表日現在の資産・負債の報告金額および偶発資産や負債の開示、

ならびに報告期間中の収益・費用の報告金額に影響を与える推定と前提を設定することが要求さ

れます。実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jupiter European Growth 

 

Ⅲ－15 

 

（３）附属明細表 

 外国為替先物予約                                          ２０２１年９月３０日現在 

取得通貨 建玉数量 決済通貨 売建数量 満期日 取引先 
未実現(損)

益 (EUR) 

純資産比率 

(％) 

英ポンド 1 ユーロ 1 01/10/2021 JPモルガン - - 

英ポンド 7,893 ユーロ 9,103 04/10/2021 JPモルガン 60 - 

香港ドル 1,309,462 ユーロ 142,321 05/10/2021 JPモルガン 2,971 - 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 470,012 ユーロ 296,978 04/10/2021 JPモルガン 1,373 - 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 48,611,954 ユーロ 30,670,610 05/10/2021 JPモルガン 186,130 0.01 

米ドル 4,518 ユーロ 3,875 04/10/2021 JPモルガン 29 - 

米ドル 287,531,908 ユーロ 243,050,950 05/10/2021 JPモルガン 5,437,471 0.37 

為替予約未実現利益合計－資産 5,628,034 0.38 

ユーロ 35,081 英ポンド 30,370 01/10/2021 JPモルガン ▲178 – 

ユーロ 58,160 英ポンド 50,427 04/10/2021 JPモルガン ▲385 - 

ユーロ 10,957 香港ドル 99,887 05/10/2021 JPモルガン ▲126 - 

ユーロ 42,625 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 67,590 01/10/2021 JPモルガン ▲279 - 

ユーロ 2,638,215 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 4,183,132 05/10/2021 JPモルガン ▲17,054 – 

ユーロ 182,812 米ドル 213,561 01/10/2021 JPモルガン ▲1,754 - 

ユーロ 116,628 米ドル 135,976 04/10/2021 JPモルガン ▲887 - 

ユーロ 20,382,704 米ドル 23,882,092 05/10/2021 JPモルガン ▲256,478 ▲0.02 

為替予約未実現損失合計－負債 ▲277,141 ▲0.02 

為替予約未実現利益合計－資産 5,350,893 0.36 

 

  投資有価証券明細表はⅡ-25～Ⅱ-26ページをご参照ください。 

 

２. 投資信託（ファンド）の現況 

 

 純資産額計算書（２０２１年９月３０日現在） 

種類 金額（ユーロ） 

Ⅰ 資産総額 1,491,525,747 

Ⅱ 負債総額 8,601,653 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,482,924,094 

Ⅳ 発行済数量 40,513,347 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 36.60 

 

純資産額計算書は、Jupiter European Growthに含まれるすべてのシェアクラスを合算したもの

です。 

 



＜説明事項ご確認のお願い＞ 

この「特別勘定のしおり<追補版>」は、特別勘定の運用方針・投資対象等についてご説明しています。 

既にお渡ししている「ご契約のしおり・約款」および「特別勘定のしおり」とともに、必ずご一読いただき、内容を十分

ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

募資 2211-KR06-020 

https://www.tmn-anshin.co.jp/ 

ご契約内容・各種手続きに関するお問合せは 

ご契約者さま専用テレホンサービス 

     0120-155-730 
受付時間：平日 9：00～17：00 

       （土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。） 


