
〒106-6147 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

お問合せ先：03-6437-6000（代表）
www.gsam.co.jp

受 付 時 間：営業日の午前９時～午後５時

本ファンドは、約款において運用報告書（全体版）を

電子交付することが定められております。運用報告

書（全体版）は、下記の手順でご覧いただけます。

なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問

い合わせください。

〈閲覧方法〉

右記ＵＲＬにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「ファンド一

覧」より本ファンドを選択⇒「運用報告書（全体版）」

を選択

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「netWIN　ゴールドマン・サックス・インターネット

戦略ファンド　Ａコース／Ｂコース」は、このたび、第40

期の決算を行いました。本ファンドは、米国を中心とし

た「インターネット・トールキーパー」企業の株式へ投資

することにより、信託財産の長期的な成長をめざして

運用を行っております。今期の運用経過等について、

以下のとおりご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上

げます。

Ａ
コ
ー
ス

第40期末（2019年12月２日） 第40期

基準価額 12,460円 騰 落 率 9.79％

純資産総額 109,357百万円 分配金合計 500円

Ｂ
コ
ー
ス

第40期末（2019年12月２日） 第40期

基準価額 15,742円 騰 落 率 11.16％

純資産総額 339,218百万円 分配金合計 500円

（注）騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみ

なして計算したものです。

交 付 運 用 報 告 書

netWIN
ゴールドマン・サックス・
インターネット戦略ファンド
（注）「netWIN」はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。

Ａコース（為替ヘッジあり）

Ｂコース（為替ヘッジなし）

追加型投信／海外／株式

第40期（決算日2019年12月２日）

作成対象期間：2019年５月31日～2019年12月２日
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運用経過
基準価額等の推移について（2019年５月31日～2019年12月２日）

○netWIN　ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）
（以下、「Ａコース（為替ヘッジあり）」といいます。）

○netWIN　ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）
（以下、「Ｂコース（為替ヘッジなし）」といいます。）

（注１）参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

（注２）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注３）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。ま

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留

意ください。

（注４）分配金再投資基準価額、参考指数は、期首の基準価額を起点として指数化しています。
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基準価額の主な変動要因
○Ａコース（為替ヘッジあり）の基準価額は、期首の11,804円から656円上昇し、期末には12,460円とな

りました。

○Ｂコース（為替ヘッジなし）の基準価額は、期首の14,612円から1,130円上昇し、期末には15,742円と

なりました。

上昇要因

　米国株式市場（米ドルベース）が大幅に上昇したことなどが基準価額の上昇要因となりました。また、

マイクロソフト、アップルなどの株価が保有期間中に上昇したことも基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

　シスコシステムズ、アリスタネットワークスなどの株価が保有期間中に下落したことなどが基準価額

の下落要因となりました。また、分配金をお支払いしたことも基準価額の下落要因となりました。
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１万口当たりの費用明細
○Ａコース（為替ヘッジあり）

項目
当期

項目の概要2019年５月31日～2019年12月２日
金額 比率

信託報酬 132円 1.062％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） （ 70） （0.559） ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用

報告書等の作成等の対価
（販売会社） （ 56） （0.447） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・

償還金の支払い業務等の対価
（受託会社） （　7） （0.056） ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

売買委託手数料 2 0.012 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式） （　2） （0.012） 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

有価証券取引税 0 0.000 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式） （　0） （0.000） 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

その他費用 1 0.005 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用） （　0） （0.001） 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用） （　0） （0.002） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （　0） （0.002） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合計 135 1.079
期中の平均基準価額は12,442円です。

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡
便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、本ファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、本ファンドに対応するものを含みます。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）株式には投資信託証券を含みます。

（参考情報）

総経費率

　当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料、及び有価証券取引税を
除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は
2.10％です。

運用管理費用
（投信会社）

1.10％

運用管理費用
（販売会社）

0.88％

運用管理費用
（受託会社）

0.11％

その他費用
0.01％

総経費率
2.10％

（注１）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便
法により算出したものです。

（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料
及び有価証券取引税を含みません。

（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これ

らの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用
の比率とは異なります。
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○Ｂコース（為替ヘッジなし）

項目
当期

項目の概要2019年５月31日～2019年12月２日
金額 比率

信託報酬 163円 1.062％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） （ 86） （0.559） ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用

報告書等の作成等の対価
（販売会社） （ 69） （0.447） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・

償還金の支払い業務等の対価
（受託会社） （　9） （0.056） ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

売買委託手数料 2 0.012 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式） （　2） （0.012） 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

有価証券取引税 0 0.000 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式） （　0） （0.000） 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

その他費用 1 0.004 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用） （　0） （0.001） 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用） （　0） （0.001） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （　0） （0.002） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合計 166 1.078
期中の平均基準価額は15,331円です。

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡
便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、本ファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、本ファンドに対応するものを含みます。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）株式には投資信託証券を含みます。

（参考情報）

総経費率

　当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料、及び有価証券取引税を
除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は
2.10％です。

運用管理費用
（投信会社）

1.10％

運用管理費用
（販売会社）

0.88％

運用管理費用
（受託会社）

0.11％

その他費用
0.01％

総経費率
2.10％

（注１）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便
法により算出したものです。

（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料
及び有価証券取引税を含みません。

（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これ

らの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用
の比率とは異なります。
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最近５年間の基準価額等の推移について
○Ａコース（為替ヘッジあり）

○Ｂコース（為替ヘッジなし）

（注１）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。ま

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留

意ください。

（注３）分配金再投資基準価額、参考指数は、2014年12月１日の基準価額を起点として指数化しています。
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最近５年間の年間騰落率
○Ａコース（為替ヘッジあり）

2014/12/１ 2015/11/30 2016/11/30 2017/11/30 2018/11/30 2019/12/２

決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（分配落）（円） 8,561 9,221 9,566 11,558 11,230 12,460

期間分配金合計（税引前）（円） － 0 0 1,000 1,000 1,000

分配金再投資基準価額騰落率 － 7.71％ 3.74％ 31.82％ 5.63％ 20.29％

Ｓ＆Ｐ500種株価指数（円ヘッジ換算ベース）騰落率 － 0.97％ 4.96％ 17.85％ 2.20％ 11.93％

ナスダック総合指数（円ヘッジ換算ベース）騰落率 － 6.88％ 4.41％ 25.50％ 4.47％ 16.24％

純資産総額（百万円） 4,217 3,887 13,494 45,335 109,391 109,357

○Ｂコース（為替ヘッジなし）

2014/12/１ 2015/11/30 2016/11/30 2017/11/30 2018/11/30 2019/12/２

決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（分配落）（円） 12,483 12,537 11,201 13,717 14,060 15,742

期間分配金合計（税引前）（円） － 1,280 780 1,140 1,000 1,000

分配金再投資基準価額騰落率 － 10.85％ －4.29％ 33.32％ 9.84％ 19.47％

Ｓ＆Ｐ500種株価指数（円換算ベース）騰落率 － 3.95％ －3.49％ 19.30％ 5.54％ 10.91％

ナスダック総合指数（円換算ベース）騰落率 － 10.03％ －4.00％ 27.04％ 7.89％ 15.17％

純資産総額（百万円） 15,900 18,740 32,323 87,808 253,269 339,218
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投資環境について
＜米国株式市場＞

　当期の米国株式市場は大幅に上昇しました。

　期の序盤は、パウエルＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長が利下げの可能性を示唆したことなどを

受けて、米国の金融緩和期待が高まったことや、米中通商協議の再開が合意されたことなどから概ね上

昇基調となりました。８月は、パウエルＦＲＢ議長が７月末に開催されたＦＯＭＣ（米連邦公開市場委

員会）後の記者会見で、早期の追加利下げに慎重な姿勢を示したことや、トランプ米大統領が中国から

の輸入品に対して新たな追加関税を課すと発表したことなどを背景に、米中貿易摩擦の長期化に対する

懸念が強まったことなどから軟調な推移となりました。９月に入り、中国が対米追加関税を一部取り下

げ、米国も10月１日に実施予定だった追加関税を15日まで延期するなど、貿易摩擦問題において双方の

歩み寄りが見られたことなどから上昇に転じたものの、その後は、９月の米消費者信頼感指数をはじめ

とする経済指標が軟調な結果となったことなどから反落しました。10月以降は、米国主要企業の決算が

概ね堅調な内容となったこと、10月の米雇用統計やＩＳＭ（米供給管理協会）非製造業景況指数が市場

予想を上回ったことに加えて、米中通商協議の進展期待が高まったことなどから概ね上昇基調となり、

前期末を大幅に上回る水準で期を終えました。

＜外国為替市場＞

　当期の外国為替市場では、米ドルは対円で前期末とほぼ同水準となりました。

○為替レート（対円）の推移

出所：一般社団法人投資信託協会
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ポートフォリオについて
＜本ファンド＞

　本ファンドはnetWINインターネット戦略マザーファンドを概ね高位に組入れ、米国を中心とした「イ

ンターネット・トールキーパー」企業の株式への投資を通じて、信託財産の長期的な成長をめざして運

用を行いました。なお、Ａコース（為替ヘッジあり）では対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの

低減をめざしました。

＜本マザーファンド＞

　主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式への投資を通じて、信託財産

の長期的な成長をめざして運用を行いました。

　引き続き、競合企業より商品やサービス面において明確に差別化ができ、そして、強固な財務体質や

優秀な経営陣を有している一部の企業が、市場において明確な優位性を確立して成功できる環境である

と運用チームでは考えています。長期的な観点に立って運用を行う本マザーファンドにおいては、厳し

い事業環境を乗り越えて、競争力と戦略的なポジションを改善しつつ、有利に事業を展開できる質の高

い成長企業への投資をめざしました。テクノロジー、インターネット、メディアなどのセクターは依然

として、長期にわたって潜在的成長性を有していると見ており、本マザーファンドでは運用開始当初か

らこの投資戦略を継続しています。
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ポートフォリオ・レビュー

　ソフトウェア大手のマイクロソフトは、市場予想を上回る４－６月期、７－９月期決算を発表したこ

となどから株価が上昇し、当期の本ファンドのパフォーマンスにプラス寄与となりました。また、米政

府機関のクラウドコンピューティング契約を獲得したことや、ハイブリッドクラウド（プライベートク

ラウドとパブリッククラウドを組み合わせて相互連携する形態）化を支援するサービス「Azure Arc」を

発表したことも好感されました。当社では、同社は優れた経営陣のもと、多角化が進んだ優良な成長企

業であると考えており、強気の見方を継続しています。

　パソコン、モバイル機器および関連製品やソフトウェアなどの製造、販売を手掛けるアップルは、堅

調な４－６月期、７－９月期決算を発表したことなどから株価が上昇し、当期の本ファンドのパフォー

マンスにプラス寄与となりました。当社では、今後の重要な成長ドライバーと見ているサービス事業に

注目するとともに、同社は優れた経営陣を擁する質の高い成長企業であると見ています。

　ネットワーク機器大手のシスコシステムズは、株価が下落し、当期の本ファンドのパフォーマンスに

マイナス寄与となりました。８月に市場予想を下回る低調な８－10月期の業績見通しを発表したことな

どを受けて株価が急落し、その後もアナリストによる投資判断の引き下げなどが嫌気され、株価は軟調

に推移しました。当社では、主力製品であるネットワーク機器やセキュリティ・サービスは引き続き同

○Ａコース（為替ヘッジあり） ○Ｂコース（為替ヘッジなし）

9.79％
11.55％

13.48％

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Ａコース
（為替ヘッジあり）

Ｓ＆Ｐ500種株価指数
（円ヘッジ換算ベース）

ナスダック総合指数
（円ヘッジ換算ベース）

(％)
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14.87％
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10.00

15.00
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(％)

Ｂコース
（為替ヘッジなし）

Ｓ＆Ｐ500種株価指数
（円換算ベース）

ナスダック総合指数
（円換算ベース）

（注）各コースの基準価額の騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

　当期のパフォーマンス（分配金再投資ベース）は、Ａコース（為替ヘッジあり）は＋9.79％、Ｂコー

ス（為替ヘッジなし）は＋11.16％となりました。

ベンチマークとの差異について
　本ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは本ファンドの基準

価額と参考指数の騰落率の対比です。

＜当期の基準価額と参考指数の対比（騰落率）＞
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社の成長に寄与すると考えており、強気の見方を継続しています。

　ネットワーク機器メーカーのアリスタネットワークスは、株価が下落し、当期の本ファンドのパ

フォーマンスにマイナス寄与となりました。10月末に堅調な７－９月期決算を発表したものの、10－12

月期の業績見通しが市場予想を下回ったことなどを受けて株価が急落しました。当社では、より優れた

リスク・リターン特性を持つ銘柄との入替を行うため、ポジションを解消しました。

分配金について
　収益分配金（１万口当たり、税引前）については、分配方針および基準価額の水準などを勘案し、当

期は、Ａコース（為替ヘッジあり）およびＢコース（為替ヘッジなし）はそれぞれ500円としました。収

益分配金に充てなかった収益については、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行い

ます。

＜分配原資の内訳＞

○Ａコース（為替ヘッジあり） （単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項目
第40期

2019年５月31日～2019年12月２日

当期分配金 500

（対基準価額比率） 3.858

当期の収益 500

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 5,383

○Ｂコース（為替ヘッジなし） （単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項目
第40期

2019年５月31日～2019年12月２日

当期分配金 500

（対基準価額比率） 3.078

当期の収益 500

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 7,721

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率

とは異なります。
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今後の運用方針について
＜本ファンド＞

　引き続き本マザーファンドを高位に組入れ、米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」

企業の株式への投資を通じて、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。なお、Ａコース

（為替ヘッジあり）では対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減をめざします。

＜本マザーファンド＞

　主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式への投資を通じて、信託財産

の長期的な成長をめざして運用を行います。

　運用チームでは引き続き、強いブランドと価格交渉力を備えた企業は、独自製品の市場成長やシェア

拡大によって安定した製品価格と利益率を維持できると見ています。株式市場には、売上成長率と利益

率を維持できる質の高い成長銘柄と、株式市場の上昇基調に合わせて一時的に株価が上昇するものの、

長期的に成長を維持できない銘柄が混在していると見ており、長期的な視点に立って銘柄選別を行うこ

とは重要であると考えています。

（上記見通しは2019年12月２日現在のものであり、今後見通しは変更されることもあります。）

お知らせ
信託約款の変更について

　2020年２月29日付けで以下の変更を予定しています。

①運用の基本方針の変更

本ファンドの主要投資対象であるインターネット関連企業を取り巻く環境が大きく変化してきてい

ることに対応するため、インターネットよりも包括的な概念であるテクノロジーという枠組みで運

用の基本方針を組み替え、投資家の皆様にわかりやすい文言に変更します。

②名称変更

上記①の運用の基本方針の変更に伴いファンド名称を変更します。

③信託財産留保額の撤廃

投資対象資産の取引コストの検証を行い、信託財産留保額の廃止により残存受益者にとって実質的

に不利益とならないことが合理的に推察されたため、一部解約時の信託財産留保額を廃止します。

④適用する信託法の変更

適用する信託法を新信託法（平成18年法律第108号）に変更します。

⑤文言の整備

弊社を委託者とする他の投資信託約款の記載と平仄を揃えるための変更を行います。
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本ファンドの概要

商品分類 追加型投信／海外／株式

信託期間 原則として無期限

運用方針 米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業＊の株式への投

資を通じて、信託財産の長期的な成長をめざします。

＊メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、インターネット関連

セクターにおいて、インターネット企業やインターネット・ユーザーに対

しアクセス、インフラ、コンテンツ、サービスを提供し、かつ、インター

ネット業界の成長により収益が上げられるとファンド・マネージャーが判

断した企業

主要投資対象

本ファンド netWINインターネット戦略マザーファンドの受益証券

netWINインターネット

戦略マザーファンド
「インターネット・トールキーパー」企業の株式

運用方法・組入制限 ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率

は高位に保ちます。

②本ファンド及びマザーファンドにおける株式への投資割合、外貨建資産へ

の投資については制限を設けません。

③Ａコースでは、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図るこ

とを基本とし、Ｂコースでは、原則として対円での為替ヘッジは行いませ

ん。

分配方針 原則として毎計算期末（毎年５月30日および11月30日。休業日の場合は翌営

業日。）に収益の分配を行います。投信会社が経費控除後の配当等収益およ

び売買損益（評価損益を含みます。）等の中から基準価額水準、市場動向等

を勘案して分配金を決定しますが、長期的な信託財産の成長に資するため、

収益分配金は少額に抑えることを基本方針とします。
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（参考情報）
本ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

○上記は、2014年12月から2019年11月の５年間における１年騰落率の平均値・最大値・最小値を、本

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

○各資産クラスの指数

日本株：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株：ＭＳＣＩ　コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）

新興国株：ＭＳＣＩ　エマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ　国債

先進国債：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国債：ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グロー

バル・ダイバーシファイド（円ベース）

・海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。

・全ての資産クラスが本ファンドの投資対象とは限りません。

・本ファンドの騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

・騰落率は当期末の直近月末から60ヵ月遡った算出結果であり、本ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。
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本ファンドのデータ
本ファンドの組入資産の内容（2019年12月２日現在）

＜Ａコース（為替ヘッジあり）＞
○組入れファンド� （組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名 比率

netWINインターネット戦略マザーファンド 100.9％

（注）上記の比率は全てＡコース（為替ヘッジあり）の純資産総額に対する割合です。

＜Ｂコース（為替ヘッジなし）＞
○組入れファンド� （組入銘柄数：１銘柄）

ファンド名 比率

netWINインターネット戦略マザーファンド 99.7％

（注）上記の比率は全てＢコース（為替ヘッジなし）の純資産総額に対する割合です。

その他現金等
-0.9％

マザーファンド受益証券
100.9％

○資産別配分

日本
100.9％

その他現金等
-0.9％

○国別配分

日本円
100.0％

○通貨別配分

その他現金等
0.3％

マザーファンド受益証券
99.7％

○資産別配分

日本
99.7％

その他現金等
0.3％

○国別配分

日本円
100.0％

○通貨別配分
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純資産等
○Ａコース（為替ヘッジあり）

項目
第40期末

2019年12月２日

純資産総額 109,357,056,542円

受益権総口数 87,769,221,881口

１万口当たり基準価額 12,460円

（注）期首元本額は91,017,754,361円、当作成期間中において、追加設定元本額は19,707,925,215円、同解約元本額は

22,956,457,695円です。

○Ｂコース（為替ヘッジなし）

項目
第40期末

2019年12月２日

純資産総額 339,218,388,808円

受益権総口数 215,488,918,336口

１万口当たり基準価額 15,742円

（注）期首元本額は194,333,582,286円、当作成期間中において、追加設定元本額は59,466,287,211円、同解約元本額は

38,310,951,161円です。
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組入上位ファンドの概要

netWINインターネット戦略マザーファンド（2019年12月２日現在）
○基準価額等の推移について（2019年５月31日～2019年12月２日）

（注１）基準価額等の推移については組入れファンドの直近の計算期間のものです。

（注２）参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。

（注３）参考指数は、期首の基準価額を起点として指数化しています。
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19/11
(期末)
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(期首)

(年/月)
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40,000

43,000
基準価額

参考指数（ナスダック総合指数（円換算ベース））
参考指数（Ｓ＆Ｐ500種株価指数（円換算ベース））

○１万口当たりの費用明細

項目

売買委託手数料 4円

（株式） (4)

有価証券取引税 0

（株式） (0)

その他費用 0

（保管費用） (0)

（その他） (0)

合計 4

（注１）１万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の

計算期間のものです。

（注２）１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四

捨五入してあります。なお、費用項目については３

ページ（１万口当たりの費用明細の項目の概要）を

ご参照ください。

（注３）株式には投資信託証券を含みます。



netWIN　ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド

17

○組入上位10銘柄
（組入銘柄数：36銘柄）

銘柄 業種＊ 市場 比率

１ マイクロソフト 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 9.2％

２ アマゾン・ドット・コム 一般消費財・サービス ＮＡＳＤＡＱ 8.5％

３ ビザ 情報技術 ＮＹＳＥ 4.8％

４ アルファベット（クラスＣ）
コミュニケーション・

サービス
ＮＡＳＤＡＱ 4.7％

５ フェイスブック
コミュニケーション・

サービス
ＮＡＳＤＡＱ 4.3％

６ アルファベット（クラスＡ）
コミュニケーション・

サービス
ＮＡＳＤＡＱ 4.3％

７ アップル 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 4.3％

８ アドビ 情報技術 ＮＡＳＤＡＱ 3.9％

９ アンフェノール 情報技術 ＮＹＳＥ 3.8％

10
フィデリティ・ナショナル・イ
ンフォメーション・サービシズ

情報技術 ＮＹＳＥ 3.2％

情報技術
65.8％

コミュニケーション・
サービス
16.1％

一般消費財・
サービス
9.9％

不動産
4.7％

ヘルスケア
1.0％ 現金等

2.5％

○業種＊別配分

＊業種は、Global Industry Classification Standard（ＧＩＣＳ®）（世界産業分類基準）のセクター分類を使用しています。

（注１）組入上位10銘柄、業種別配分、資産別配分、国別配分、通貨別配分のデータは組入れファンドの直近の決算日時点のものです。

（注２）上記の比率は全て組入れファンドの純資産総額に対する割合です。

＊組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

その他現金等
2.5％

外国株式
97.5％

○資産別配分

米国
97.5％

その他現金等
2.5％

○国別配分

日本円
0.0％

米ドル
100.0％

○通貨別配分




