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概要 

 本ファンドの設定来のパフォーマンスは、ベンチマークと同程度のリターンに 

 本ファンドのマザーファンドは、長期的には高い割合で安定的に超過収益を創出 

 相対的な割安感が際立つ日本株式。小型株優位から大型株優位へのトレンドに変化 

本ファンド設定来の運用状況 

本ファンドの設定（設定日：2017年7月5日）から1年が経過し、本ファンドのリターンは、2018年7月末現在で

+8.3%となっており、ベンチマークであるTOPIXの+8.3%と同程度のリターンとなっています。設定から、今年

2月頃までは安定的に超過収益を創出してきましたが、その後やや軟調に推移しています。 

設定から1年が経過し、本ファンドのリターンはベンチマークと同程度に 

付加価値の源泉としている3つの投資テーマ「モメンタム」「バリュー」「収益性」のうち、 2017年初から続くグ

ロース相場の中で、「バリュー」が効きづらい環境が続いています。このような中でも、「モメンタム」がプラスに

寄与してきたことで、安定的に超過収益を創出してきました。しかし、今年2月頃の米金利上昇懸念や、それ

以降断続的に燻る貿易摩擦問題などを背景に、価格トレンドが生じにくい市場環境になり、それまで寄与して

いた「モメンタム」が効きづらくなったことが、今年2月頃からやや軟調に推移している主な理由です。 

グロース相場の中で寄与していた「モメンタム」が、今年2月頃から効きづらい状況に 

本ファンドの設定来分配金再投資基準価額の推移 

期間：2017年7月5日～2018年7月末 出所：ブルームバーグ、GSAM 

※分配金再投資基準価額とは、本ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で本ファンドを購入（再投資）した場合の基準価額です。 

期間：2016年12月末～2018年7月末（2016年12月末を100として指数化） 
出所：ブルームバーグ 

TOPIXグロース指数とTOPIXバリュー指数は共に配当込み 

販売用資料 

2018年8月 

（年/月） 

グロース株とバリュー株の推移 

上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 

過去の運用実績は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。  
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期間：2017年7月～2018年7月 出所：GSAM 

 

今年2月頃から 

効きづらい状況に 

今年2月頃からやや軟調に推移 
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本ファンドのマザーファンドの運用実績 

本ファンドのマザーファンドの運用実績 

（左上図）期間：2000年11月末～2018年7月末 出所：GSAM マザーファンドとベンチマークは2000年11月末を100として指数化 

（右上図）時点：2018年7月末（設定日：2000年11月30日） 出所：GSAM 

（下図）期間：2012年1-3月期～2018年4-6月期 出所：GSAM 
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本ファンドのマザーファンド：日本計量株式マザーファンド 

上記は、本ファンドのマザーファンドの過去の運用実績（費用控除前）であり、本ファンドの運用実績ではありません。 

上記は経済や市場等の過去のデータであり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。 

過去の運用実績は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。  

 

長期的には高い割合で安定的に超過収益を創出 

2018年7月末現在、本ファンドのマザーファンドは、2000年11月末の設定来でベンチマークに対し累計

+104.7%の超過収益を創出しており、堅調に推移しています。 

設定来、様々な相場局面においても安定した超過収益の創出を目指し、数百もの評価基準を用いて多面的

な角度から個別銘柄の評価を行ってきました。 特に、2012年頃にビッグデータ/AIを本格的に活用し始めてか

らは、超過収益を創出した割合は約7割にも及びます（四半期ベース）。今年2月頃からやや軟調に推移して

いますが、引き続き運用モデルの改良を重ねることで、長期的な観点から安定的に超過収益を創出すること

を目指してまいります。 

ビッグデータ/AIの 

本格活用 

約7割の割合でベンチマークに勝利 
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日本株式市場の見通し 

アベノミクス以降の各国のリターン内訳 

期間：2016年12月末～2018年8月24日 2016年12月末を100として指数化 

出所：ブルームバーグ 

大型株式：TOPIX大型、小型株式：TOPIX小型（共に配当込み） 

相対的に割安感が顕著な日本株式 

2012年12月のアベノミクス導入以降、日本株式は欧州や米国を上回るリターンを達成しています（現地通貨

ベース）。しかし、リターンの内訳を見ると、日本株式は利益成長が上昇要因のすべてとなっており、バリュ

エーションの拡大が大きく株価上昇に寄与した米国や欧州と比べて対照的です。日本の企業収益は堅調なマ

クロ環境などを背景に今後も成長すると見られ、日本株式の相対的な割安感は、より一層顕著なものになる

と考えられます。 
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期間：2012年12月末～2018年7月末 出所：ブルームバーグ 

日本株式：TOPIX、米国株式：S&P500、欧州株式：ストックス600（す
べて現地通貨ベース） 
利益成長：EPS（1株当たり利益）の変化率、バリュエーション拡大：
PERの変化率 

上記は経済や市場等の過去のデータおよび一時点における予測値であり、将来の動向を示唆あるいは保証するものではありません。経済、市場等
に関する予測は資料作成時点のものであり、情報提供を目的とするものです。予測値の達成を保証するものではありません。 

小型株式に対する大型株式の相対リターンの推移 日本の株式市場は、過去数年にわたり小型株が

大型株に対してアウトパフォームする相場展開

が続いていました。しかし足元では、貿易摩擦を

巡る懸念などを背景にリスク回避色が強くなった

ことを契機に、流動性が低い小型株が売られた

ことや、日銀によるETF購入減額観測が広がっ

た影響などで、大型株優位の相場展開に回帰し

てきました。 

日本の株式市場は、経済指標などの堅調なファ

ンダメンタルズや、良好な企業業績などを背景に、

大型株主導で中長期的に堅調な推移が期待さ

れます。 

小型株への資金流入が減少し、大型株優位な相場展開に 
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ファンドのポイント 

１．日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。 

２．ビッグデータやAI（人工知能）を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量
モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。 

３．TOPIX（東証株価指数）をベンチマーク＊とし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざし
ます。 

＊運用において投資収益目標を設定する際に基準とする指標です。また、投資家がファンドの運用対象や資産の基本配分比率を確認する際の目安となります。 

※本ファンドの主要投資対象は日本の上場株式です。運用においてビッグデータやAIなどを利用しますが、ビッグデータやAIなどのテクノロ
ジー関連企業に特化して投資するものではありませんのでご留意ください。 

市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 

 

～計量モデルにおけるビッグデータやAI（人工知能）の活用について～ 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデルでは、投資対象銘柄について、数多くの多面的な評価基準に基づいて評価し、
組入銘柄を決定しています。これらの評価基準の開発において、財務諸表などの伝統的なデータに加え、ニュース記事やウェブ・アクセ
ス量などの非伝統的データも活用されます。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントではこれらのデータ（ビッグデータを含みます。）
の活用を競争力の源泉とみなしており、近年その利用割合を増やしているだけでなく、そのデータの種類や利用方法も進化しています。
機械学習に代表されるAI技術は、一部の評価基準においてデータ分析プロセスで活用され、特にアナリスト・レポートやニュース記事等
のテキストデータを読み込む評価基準において活用されます。最終的な評価基準の選定および組入銘柄の決定は、計量投資戦略グ
ループのシニア・ポートフォリオ・マネジャーが監督しています。 

 

くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

ファンドの仕組み 

本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金をまとめてベ
ビーファンドとし、その資金を実質的に同一の運用方針を有するマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組
みです。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。 

＊ 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。 
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販売会社 
本ファンドの販売業務等を行います。 
販売会社については、下記の照会先までお問い合わせく
ださい。 
ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント株式会社 
電話 03-6437-6000    
（受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで）   
ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp 
 
 

株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク） 

本ファンドは、日本株式を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には、株式投資にかかる価格変動等のさまざ

まなリスクが伴うことになります。本ファンドの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動することがあり、

元金が保証されているものではありません。特に日本株式の下落局面では本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性

が高いと考えられます。一般に、株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、

本ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があります。現時点において価格が上

昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。また、発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、

投資資金が回収できなくなることもあります。 

 

くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

投資リスク 

基準価額の変動要因 

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。

したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

元金が割り込むことがあります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。 

計量運用に関する留意点 

本ファンドでは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの計量モデル群を用いた複数の戦略が実行されます。ビッグ

データやAIの利用を含む計量モデルに従う運用がその目的を達成できる保証はなく、ボトムアップ手法によるアクティブ運用

やパッシブ運用など他の運用手法に対して優位性を保証するものでもありません。なお、計量モデルにはビッグデータやAI

以外の定量要素も利用されます。計量モデルの改良・更新は継続的に行われており、ビッグデータやAIの利用方法につい

ては将来変更されることがあります。計量モデルは仮説に基づき構成されたものであり、モデルにより選択された銘柄や市

場動向は必ずしもこの仮説が想定する動きを示さない場合があります。また、ある時点でモデルが有効であったとしても、市

場環境の変化等により、その有効性が持続しない可能性もあります。このような場合には、本ファンドの基準価額に影響を

及ぼし、本ファンドのパフォーマンスがベンチマークを下回ったり、投資元金が割り込む可能性があります。 

主な変動要因 

留 意 点 

委託会社その他関係法人の概要について 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 
（委託会社） 
金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第325号     
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、 
 
 

■ 

 

一般社団法人日本投資顧問業協会、 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
 
 

■ 

 

 
 
信託財産の運用の指図等を行います。 
 

■ 

 

みずほ信託銀行株式会社（受託会社） 
信託財産の保管・管理等を行います。 
 

※収益分配金に関わる留意点 

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があり

ます。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。 

計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決

算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、

実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 

■ 

 
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー 
（GSAMニューヨーク）（投資顧問会社） 
委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて、 
本ファンドの投資判断・発注等を行います。 
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くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

お申込みメモ    

ファンドの費用 

※上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 

購 入 単 位 販売会社によって異なります。 

購 入 価 額 購入申込日の基準価額 

購 入 代 金 販売会社が指定する日までにお支払いください。 

換 金 価 額 換金申込日の基準価額 

換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して5営業日目から、お申込みの販売会社を通じてお支払いいたします。 

申 込 締 切 時 間 毎営業日の原則として午後3時まで 

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり3億円を超える大口のご換金は制限することがあります。 

購入・換金申込受付
の中止および取消 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があるときは、ご購入およびご換
金の受付を中止または既に受付けたご購入およびご換金のお申込みを取消す場合があります。 

信 託 期 間 原則として無期限（設定日：2017年7月5日） 

繰 上 償 還 受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合等には繰上償還となる場合があります。 

決 算 日 年2回（毎年5月10日と11月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。） 

収 益 分 配 年2回の決算時に原則として収益の分配を行います。販売会社によっては分配金の再投資が可能です。 

課 税 関 係 
（ 個 人 の 場 合 ） 

課税上は株式投資信託として取扱われます。 
公募株式投資信託は少額投資非課税制度（NISA）の適用対象です。 
配当控除が適用されます。 
原則、分配時の普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の譲渡益が課税の対象となります。 

投資者が直接的に負担する費用 

購入時 購 入 時 手 数 料 
購入申込日の基準価額に、3.24％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とし
ます。 

換金時 信託財産留保額 なし 

投資者が信託財産で間接的に負担する費用 

毎 日 

運 用 管 理 費 用 
（ 信 託 報 酬 ） 

純資産総額に対して年率1.296％（税抜1.2％） 
※運用管理費用は日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。 

信託事務の諸費用 
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資
産総額の年率0.1％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信
託財産中から支払われます。 

随 時 
そ の 他 の 費 用 ・ 
手 数 料 

有価証券売買時の売買委託手数料等 
上記その他の費用・手数料はファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等によ
り変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 
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くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。お申込みの詳細については、販売会社にお問い合わせのうえ、ご確認ください。 

販売会社一覧 

本資料のご利用にあたってのご留意事項等 

■本資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）が作成した資料です。投資信託の取得の申込み

にあたっては、販売会社より「投資信託説明書（交付目論見書）」等をお渡しいたしますので、必ずその内容をご確認のうえ、ご自身でご判

断ください。 

■弊社及びゴールドマン・サックス・グループで投資運用業務を行う関係法人を総称して「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」あるい
は「GSAM」と呼ぶことがあります。 

■本ファンドは値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金
が保証されているものではありません。 

■本資料は、当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。 

■本資料に記載された過去の運用実績は、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。投資価値および投資によってもた

らされる収益は上方にも下方にも変動します。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 

■本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保
有等を推奨するものでもありません。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。 

■本資料に記載された経済、市場等に関する予測は、資料作成時点での様々な仮定や判断を反映するものであり、今後予告なく変わる可能

性があります。これらの予測値は特定の顧客の特定の投資目的、投資制限、税制、財務状況等を考慮したものではありません。実際には

予測と異なる結果になる可能性があり、本資料中に反映されていない場合もあります。これらの予測は、将来の運用成果に影響を与えうる

高い不確実性を伴うものです。したがって、これらの予測は、将来実現する可能性のある結果の一例を示すに過ぎません。これらの予測は

一定の前提に基づく推定であり、今後、経済、市場の状況が変化するのに伴い、大きく変わることが考えられます。ゴールドマン・サックスは

これら予測値の変更や更新について公表の義務を有しません。 

■本資料に記載された、一般的な市場動向や、産業およびセクター動向、あるいは広範囲にわたる経済、市場および政治状況についての情
報は、いかなる投資推奨あるいは投資助言の提供を意図するものではありません。本資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
（GSAM）が作成したものであり、ゴールドマン・サックスのグローバル・インベストメント・リサーチ部門（GIR）が発行したものではありません。
本資料に記載された見解は、GIR、その他ゴールドマン・サックスまたはその関連会社のいかなる部署・部門の見解と必ずしも同一であると
は限りません。本資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 

■指数値は実際の運用による結果ではありません。指数値は利子収入や配当金の再投資を考慮していますが、実際の投資において収益率
を引き下げる報酬や費用等の控除は考慮されていません。指数に直接投資することはできません。 

■投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 

■銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。 

■投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はありません。 

■投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。 

■本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、ある
いは（Ⅱ）再配布することを禁じます。 
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