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Q1：他市場とオーストラリア・ハイブリッド証券市場の違いは？

上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。

他市場とオーストラリア・ハイブリッド証券市場の違いとして、次の3点が挙げられます。

1. オーストラリア・ハイブリッド証券市場では変動利付債での発行が中心

欧米のハイブリッド証券は固定利付債で発行されることが多い一方、オーストラリアのハイブリッド証券

は変動利付債での発行が一般的です。ハイブリッド証券は、規制の影響から自己資本の充実が求めら

れる銀行や保険といった金融機関による発行が目立ちます。本ファンドのセクター比率を見ても、金融セ

クターが約7割を占め、上位10銘柄にはオーストラリア4大銀行が組み入れられています（2019年10月

末時点）。

2. 発行体企業の財務の健全性が高い

ハイブリッド証券の主な発行体であるオーストラリアの4大銀行は、グローバルの他金融機関と比較して

自己資本比率が相対的に高い水準にあります。オーストラリア当局は、さらに自国金融機関の自己資

本比率の規制を強める方針をとっており、今後金融機関の財務健全性はより高まると考えられます。

1

銀行や証券会社において主に投資信託の販売をご担当される方々を対象に、Q&Aの形式で本ファンドの魅力や

今後の見通しをテーマとしたセミナーを行いました。そのポイントについてご説明いたします。

ポートフォリオ・マネージャーに聞く

BofA

ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ
ｼﾃｨ

三菱UFJ
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ｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・
ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行

ｳｴｽﾄﾊﾟｯｸ
銀行

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾆｭｰ
ｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ銀行
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

A- BBB+ A- AA- AA- AA- AA-

11.4% 11.9% 12.7% 14.3% 15.9% 15.9% 16.9%

時点：2019年9月末（オーストラリア・ニュージーランド銀行グループのみ2019年3月末時点） 出所：ブルームバーグおよび各社ホームページ
*普通株式等Tier1比率（国際統一基準） **S&P長期自貨建発行体格付

3. オーストラリア・ハイブリッド証券の投資家の約70%は個人投資家

欧米のハイブリッド証券の投資家は主に機関投資家ですが、オーストラリアでは約70%が個人投資家と

なっています。これは、オーストラリアでは株式やハイブリッド証券の一部については、税制面での優遇

制度が適用されるからです。（p6ご参照）

ヤラ・キャピタル・マネジメント
ポートフォリオ・マネージャー

ロイ・キーナン氏

豪4大銀行と主要銀行 自己資本比率*および格付け**
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上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆また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。

期間：2012年9月末～2019年10月末（本ファンド、オーストラリア債券は2012年9月末を100として指数化） 出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ
ント 本ファンド（豪ドルクラス）：GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド豪ドルクラス（1口当たり分配金再投資純資産価格、豪ドル・ベース）、オーストラリア債券：ブルー
ムバーグ・オーストラリア債券総合指数、オーストラリア短期金利：オーストラリア銀行間取引金利（3ヵ月）

Q2：利下げ環境のなか、今後もリターンを期待できるのか？

世界的に中央銀行の緩和的姿勢が強まるなか、本ファンドの利回り水準は3.07%（2019年10月末時点）と、

2018年10月末時点の4.78%から低下していますが、今後も良好なリターンを期待できると考えています。その

背景として、以下の2点が挙げられます。

1. 政策金利引き下げの余地は限定的

2019年10月1日の利下げを受け、オーストラリアの政策金利は史上最低水準の0.75%となりました。今

後、ヤラ・キャピタル・マネジメントでは、政策金利は2020年末には0.50%まで引き下げられ、その水準

で利下げは打ち止めになるとみています。現状の連続した利下げも奏功し、2020年末にはGDP成長率、

失業率等の数値が改善すると想定しているためです。底打ち感のみられる住宅市場、労働市場での賃

金上昇に支えられ、消費者物価指数は低位ながらも上昇するとみています。

前年比 2019年10月の水準
市場予想
（2020年末）

ﾔﾗ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
予測（2020年末）

GDP成長率 1.4% 2.4% 2.8%

消費者物価上昇率 1.6% 2.0% 2.25%

失業率 5.3% 5.2% 5.1%

政策金利 0.75% 0.50% 0.50%

2. 安定した値上がり益を獲得

設定来、本ファンド（豪ドルクラス）は豪金利が上昇・横ばい・低下のいずれの局面においても、金利変動

の影響を大きく受けず、安定的に推移してきました。これは、利回りが低下するなかでも、オーストラリ

ア・ハイブリッド証券の値上がり益を享受し、プラスのトータル・リターンを生みだしてきたからです。

今後も魅力的な値上がり益を期待できる理由として、次の3点が挙げられます。①海外金融機関がオー

ストラリア・ハイブリッド証券市場で発行するケースが増え、市場規模が拡大した結果、銘柄選択の機会

が増えていること、②国債利回りが低下していることで個人投資家からの需要が増加していること、③個

人投資家の増加により、市場の非効率性が増し、より割安な銘柄を探しやすくなっていること、です。

オーストラリア・ハイブリッド証券は、利回りを追求する投資家が増加しているなか、魅力的な資産クラス

といえます。

本ファンド（豪ドルクラス）とオーストラリア債券のパフォーマンスおよびオーストラリアの金利動向

時点：2019年10月末 出所：ヤラ・キャピタル・マネジメント
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上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。

（ご参考）ハイブリッド証券とは：株式（資本）と債券（負債）の性質をあわせもった証券

ハイブリッド証券の特徴（イメージ） ハイブリッド証券の利回り（イメージ）

法
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高
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ハイブリッド
証券固有の
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利回り差

利
回
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高

低

上乗せ金利

縮小（拡大）
すると

証券価格は
上昇（下落）

信用リスク
等による
利回り差

 クーポン（利息または配当）が定められています。
 満期や繰上償還時に額面で償還されます。

債券としての性質

 発行体を取り巻く経済状況等により、利息または
配当の支払いや繰上償還が見送られるなど、
発行体にとって資本に近い性質を有しています。

株式としての性質

ハイブリッド証券の中でも、劣後債は優先証券より法的弁済順位が高く位置づけられています。法的弁済順位とは、発行体が破綻等となった場合において、債権者等に対する
残余財産の弁済順位をいいます。弁済順位の高位の者から、弁済されます。上図はハイブリッド証券の特性の一部を単純化して示したものであり、すべてのケースに当てはま
るとは限りません。上記は例示を目的とするものです。

Q3：米中貿易摩擦の影響は？

オーストラリアの最大の輸出相手国である中国の景気減速、米中貿易摩擦の影響が懸念されていますが、実際

のところ、オーストラリアの名目GDP対比での中国への輸出額は10%未満と、他国と比較しても高い水準では

ありません。また、中国のGDP成長率が仮に1%低下した場合、オーストラリアのGDP成長率は約0.2%押し下

げられる試算になっており、市場が懸念するほど中国の景気減速、米中貿易摩擦がオーストラリア経済に与え

る影響は大きくはないと想定しております。
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中国のGDP成長率が1%低下した際の各国GDP成長率の変化幅（右軸）

中国への輸出額/各国GDP（左軸）

中国の景気変動の各国経済への影響

【中国のGDP成長率が1%低下した際の各国GDP成長率の変化幅】 時点：2016年11月 出所：IMF（国際通貨基金）、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
【中国への輸出額/各国GDP】 時点：2018年 出所：IMF（国際通貨基金）、国際連合、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
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4
上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。

本ファンドのご提供クラス

各クラスの概要

本ファンドでは、ご投資家のニーズに合わせて、4つのクラスからお選びいただけます。

ファンド
購入通貨

投資対象の
通貨

為替ヘッジ
実質的な為替リスク
（購入通貨から見たリスク）

3ヵ月物
短期金利差*

豪ドルクラス 豪ドル 豪ドル なし なし -

円クラス
（為替ヘッジあり）

円 豪ドル あり
（円⇔豪ドル）

原則なし
-1.04%

（コスト）

米ドルクラス 米ドル 豪ドル なし
豪ドル/米ドル

※豪ドル高（対米ドル）になると
1口当たり純資産価格は上昇

-

米ドルクラス
（為替ヘッジあり）

米ドル 豪ドル あり
（米ドル⇔豪ドル）

原則なし
0.98%

（プレミアム）

2019年10月末時点
*ファンド購入通貨の短期金利から豪ドル短期金利を引いた短期金利差は、想定為替ヘッジ・プレミアム/コストの目安となります。

円クラス（為替ヘッジあり）および米ドルクラス（為替ヘッジあり）で為替ヘッジを行う際には、各通貨の短期金利

差が為替ヘッジ・プレミアム/コストの目安となります。

円クラス（為替ヘッジあり）の
想定為替ヘッジ・プレミアム/コストの推移

米ドルクラス（為替ヘッジあり）の
想定為替ヘッジ・プレミアム/コストの推移

想定為替ヘッジ・プレミアム/コスト

プ
レ
ミ
ア
ム

コ
ス
ト

オーストラリア短期金利

米国短期金利

想定為替ヘッジ・
プレミアム/コスト

（年/月）

プ
レ
ミ
ア
ム

コ
ス
ト

オーストラリア短期金利

日本短期金利

想定為替ヘッジ・コスト

期間：2012年9月末～2019年10月末 出所：ブルームバーグ
円クラス（為替ヘッジあり）の想定為替ヘッジ・プレミアム/コストは、円3ヵ月物金利からオーストラリア3ヵ月物金利を引いた日豪短期金利差から算出しています。米ドルクラス
（為替ヘッジあり）の想定為替ヘッジ・プレミアム/コストは、米国3ヵ月物金利からオーストラリア3ヵ月物金利を引いた米豪短期金利差から算出しています。

（年/月）
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5

本ファンドの運用実績

2012年9月の設定来、豪ドルクラス、円クラス（為替ヘッジあり）は、安定的に上昇基調で推移してきた一方、為

替変動の影響を受ける米ドルクラスはやや変動性の高い展開となりました。2018年3月に運用を開始した米ド

ルクラス（為替ヘッジあり）は、為替変動の影響を抑制するため、安定的なパフォーマンスを実現しています。

1口当たり純資産価格・分配金の推移/期間別騰落率

（米ドル） （米ドル）

（年/月）

（米ドル） （米ドル）

（年/月）

【米ドルクラス】 【米ドルクラス（為替ヘッジあり）】

（豪ドル） （円）

（年/月）

（豪ドル） （円）

（年/月）

【豪ドルクラス】

期間：2012年9月26日（設定日）～2019年10月末（米ドルクラス（為替ヘッジあり）は2018年3月28日（設定日）～2019年10月末）

期間別騰落率（分配金再投資） 年率リスク
（設定来）1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

豪ドルクラス 0.1% 0.3% 2.2% 4.1% 15.4% 40.5% 2.1%

円クラス
（為替ヘッジあり）

0.0% -0.1% 1.3% 1.9% 7.8% 17.1% 2.0%

米ドルクラス 2.2% 0.4% 0.0% 1.2% 4.6% -6.4% 9.8%

米ドルクラス
（為替ヘッジあり）

0.2% 0.6% 2.8% 4.8% - 7.9% 1.4%

上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆また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。

時点：2019年10月末 出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
1口当たり純資産価格、1口当たり分配金再投資純資産価格およびファンドの期間別騰落率は管理報酬等費用控除後のものです。1口当たり分配金再投資純資産価格および
ファンドの期間別騰落率（分配金再投資）とは、課税前の分配金を再投資したと仮定して算出（管理報酬等費用控除後、購入手数料控除前）したものです。なお、日本において
は、分配金の再投資（税引後、各分配時の純資産価格による無手数料での全額自動再投資）は行われません。

1口当たり純資産価格
（左軸）

1口当たり分配金再投資純資産価格
（左軸）

分配金（右軸）
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グローバル・
ハイブリッド
証券

オーストラリア・
ハイブリッド
証券

グローバル
株式

オーストラリア
株式

企業 2%

産業 24%

公的セクター
18%

リテール 22%

SMSF
27%

その他 7%

6

コラム：なぜオーストラリアの個人投資家はハイブリッド証券に投資するの？

①オーストラリアの配当課税

オーストラリアの株式やハイブリッド証券の多くは、配当金に対する税金が一部控除されるのをご存知でしたか？

1980年代後半から始まった「インピュテーション方式」と呼ばれるこの制度は、投資家の受け取る配当金に対して、

法人税相当額を税額控除することができるため、法人税と配当所得税の二重課税が回避されます*。

②拡大を続ける年金制度「スーパーアニュエーション」

オーストラリアには、一定要件を満たした被用者が強制加入とな

る「スーパーアニュエーション」という私的年金制度があります。

スーパーアニュエーションの残高は、2.4兆豪ドル（約190兆円*）

まで拡大し、オーストラリア家計金融資産のおよそ半分を占める

までに至っています（2018年12月時点）。

スーパーアニュエーションでは、運用収益に対し15%の軽減税率

が適用されるなど各種税制メリットがあり、個人の資産形成として

広く活用され、世界でも成功例の一つとして注目されています。

その中でも特に残高の拡大が見られるのが、「SMSF（自己運用

型スーパーアニュエーションファンド）」です。現在、スーパーア

ニュエーション全体の約3割を占めるSMSFでは、加入者自身が

ファンドの設定・運用を行うため、加入者が投資対象や運用内容

を自由に決めることができます。

正確な数値を確認することは困難ですが、オーストラリア・ハイブ

リッド証券市場には、このSMSFを経由した個人投資家からの資

金が大きく流入していると見られています。

そのため、年金制度を活用した安定的な資金流入が、今後もオー

ストラリア・ハイブリッド証券市場の需給に対する構造的な追い風

となる見通しです。

*2018年12月末時点の為替レートを用いて円換算

そのような背景から、オーストラリアの個人投資家の配当ニー

ズは高く、オーストラリアの企業も配当を重視する傾向があり

ます。結果として、オーストラリア株式やハイブリッド証券の利

回りは他地域と比べ相対的に高い水準となっています。

将来的な制度変更の可能性などを注視する必要があるもの

の、今後もこういった個人投資家からの需要が、オーストラリ

ア・ハイブリッド証券市場を下支えすると期待されます。

*原則としてオーストラリアに居住する個人投資家を対象としたものであり、本ファンド
の投資家に当てはまるものではありません。

上記は過去のデータであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。

家計金融資産残高の推移

0
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1988 1994 2000 2006 2012 2018

その他金融資産

株式等

預金

スーパーアニュエーション

（兆豪ドル）

（年）

スーパーアニュエーションの内訳

期間：1988年6月～2018年12月 出所：オーストラリア準備銀行（RBA）

時点：2018年12月 出所：オーストラリア健全性規制庁（APRA）

利回り比較

時点：2019年10月末 出所：ブルームバーグ、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
グローバル・ハイブリッド証券：ブルームバーグ･バークレイズ・グローバル・キャピタル証券指数、オーストラリア・ハイブリッド証券：本ファンドが投資対象とするマスター・ファンド
のポートフォリオに組入れられた証券の平均利回り（キャッシュ込み）、グローバル株式：MSCIワールド指数、オーストラリア株式：ASX200指数

ハイブリッド証券 株式

2.5%
3.1%

2.5%

4.6%
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分配金に関する留意事項

※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。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当
分、1口当たり純資産価格は下がります。

分配金は、分配期間（注）中に発生した収益（投資対象資産から生じる利息および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。その場合、当月分配日の1口当たり純資産価格は前月分配日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも分配期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

（注）分配期間とは、分配日の翌日から次の分配日までの期間を指します。

*上記はイメージであり、実際の分配金額や1口当たり純資産価格を示唆するものではありませんのでご留意ください。
*上記は便宜的に豪ドルでのみ表示していますが、米ドルクラス、米ドルクラス（為替ヘッジあり）および円クラス（為替ヘッジあり）の場合も同様です。

投資家のファンドの受益証券の購入価格によっては、以下のとおり、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。この場合、当該元本の一部払戻しに相当する部分も分配金として分配課税の対象
となります。ファンド購入後の1口当たり純資産価格の値上がりが、支払われた分配金額より小さかった場合も実質的に
元本の一部払戻しに相当することがあります。

（注）分配金に対する課税については、交付目論見書の「手続・手数料等」の「税金」をご参照ください。

分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がありますので、元本の保全性を追求される投資家の場合には、市場
の変動等に伴う組入資産の価値の減少だけでなく、収益分配金の支払いによる元本の払戻しにより、本ファンドの１口当たり純資産価
格が減価することに十分ご留意ください。
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分配金に関する留意事項（続き）

※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。

数年間にわたって純資産価格が下落した場合
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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。

ファンドの特色

1. 本ファンドは、主として豪ドル建てのハイブリッド証券（期限付劣後債、永久劣後債、優先証券）およ
び普通社債等に分散投資を行い、利子収入（インカム・ゲイン）と債券元本部分の売買益および評
価益（キャピタル・ゲイン）の獲得をめざします。

2. 4つの通貨クラスからお選びいただけます。

3. 原則として、毎月10日（ファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日）に収益の分配が行われます。

管理会社、その他関係法人

： ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.

： MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.
： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル

： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピーティーイー・リミテッド
ヤラ・ファンズ・マネジメント・リミテッド

： ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド
： ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー

： ゴールドマン・サックス・インターナショナル
： ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

： 販売会社については、最終頁の販売会社一覧でご確認いただくか、あるいは下記の照会先まで
お問い合わせください。

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。
運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

管 理 会 社

副 管 理 会 社
投 資 顧 問 会 社

副 投 資 顧 問 会 社

受 託 会 社

総 販 売 会 社
代 行 協 会 員

販 売 会 社

保管会社・管理事務代行会社および名義書換事務代行会社

■実質的な運用はマスター・ファンド（アイルランド籍外国投資法人ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・
ファンズ・ピーエルシー - オーストラリア・エンハンスト・インカム・ファンドⅡ）を通じて行います。

米ドルクラス：（米ドル建て）豪ドル建て資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

米ドルクラス（為替ヘッジあり）：（米ドル建て）豪ドル建て資産に対して原則として対米ドルで為替ヘッジを行います。

豪ドルクラス：（豪ドル建て）為替ヘッジは原則として行いません。

円クラス（為替ヘッジあり）：（円建て）豪ドル建て資産に対して原則として対円で為替ヘッジを行います。

ファンドの仕組み

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 ホームページ・アドレス：www.gsam.co.jp
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投資リスク

※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。

投資信託は預貯金と異なります。本ファンドが投資するマスター・ファンドは、豪ドル建てで発行される、ハイブリッド証券
および普通社債を主な投資対象としています。これにより、金利変動等による組入証券の価格の下落や、発行体の倒産
や財務状況の悪化等の影響により、1口当たりの純資産価格が下落し、損失を被ることがあります。
なお、円クラス（為替ヘッジあり）以外の外貨建てクラスの場合、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合で
も、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、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、1口当たりの純資産価格の下落や為替相場の変動により、投資元金
が割り込み損失を被ることがあります。運用による損益はすべて投資家の皆さまに帰属します。

信用リスク
債券の発行体の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政上の問題、経営不振、その他の理
由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなくなること（債務不履行）があります。信用力の低下、格
付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、本ファンドの純資産価額が下落する
可能性があります。

流動性リスク
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、資産を、希望する時期に、希望する価格で、希
望する数量を売買することができないリスクをいいます。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合には、本ファン
ドの純資産価額が下落する可能性があります。本ファンドが実質的に投資対象とするハイブリッド証券は、一般に市場に
おける流動性が相対的に少ないため、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があることから、大
きなリスクを伴います。

金利変動リスク
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、本ファンド
の純資産価額が下落する可能性があります。

ハイブリッド証券の投資リスク
ハイブリッド証券への投資には、普通社債への投資と比較して、次のような固有のリスクがあり、価格変動リスクや信用
リスクは相対的に大きいものとなります。

①劣後リスク（法的弁済順位が劣後するリスク）

一般にハイブリッド証券の法的な弁済順位は株式に優先し、普通社債より劣後します。したがって、発行体が破綻等に陥った場合、他の優
先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません（法的弁済順位の劣後）。またハイブリッド証券は一般に普
通社債と比較して低い格付けが格付機関により付与されていますが、その格付けがさらに下落する場合には、ハイブリッド証券の価格が大
きく下落する可能性があります。

②繰上償還延期リスク
一般にハイブリッド証券には、満期日のある期限付劣後債や、満期日のない永久劣後債、優先証券などがあります。ただし、これらの証券に
は一般に繰上償還（「コール」と呼ぶことがあります。）条項が付与されており、繰上償還日に償還されることを前提として取引されています。
市場環境等の要因によって、予定された期日に元本の繰上償還が実施されなかった場合、あるいは繰上償還されないと見込まれる場合に
は、当該証券の価格が大きく下落する可能性があります。

③利払い変更リスク
一般にハイブリッド証券には、利息または配当の変更条項を有する証券があります。これらの証券においては、発行体の財務状況や収益動
向等の要因によって、利息または配当が支払われない可能性や支払いが繰延べられる可能性があります。

④規制環境の変化に関するリスク
ハイブリッド証券は、規制当局や格付機関の認定基準に依存しており、当該規制や基準の変更がハイブリッド証券市場に大きな影響を及ぼ
す可能性があります。

為替変動リスク
外貨建てクラスの場合、各表示通貨では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投
資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。円クラス（為替ヘッジあり）は、円に対する豪ドルの為替変動を
ヘッジすることができますが、為替ヘッジ取引が効果的である保証はなく、円クラス（為替ヘッジあり）は投資対象が発行
された通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。米ドルクラス（為替ヘッジあり）は、米ドルに対する豪ドルの為替
変動がヘッジされるようにめざしますが、為替ヘッジ取引が効果的である保証はありません。その結果、米ドルクラス（為
替ヘッジあり）は、豪ドルで発行された投資対象（サブ・ファンドの資産）との間の為替変動の影響を受ける場合がありま
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

設 定 日

信 託 期 間

フ ァ ン ド 営業日

収 益 分 配

■ファンド概要

■購入

購入時手数料

米ドルクラス、豪ドルクラス、円クラス（為替ヘッジあり）：2012年9月26日（水）

米ドルクラス（為替ヘッジあり）：2018年3月28日（水）
2022年9月30日（金）まで

ロンドン、ニューヨーク、シドニー、メルボルンおよび東京において銀行が営業している日で、かつ、ロンドン
証券取引所、ニューヨーク証券取引所およびオーストラリア証券取引所が営業をしている日、または管理会

社および受託会社が定める日
原則として、毎月10日（ファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日）に収益の分配が行われます。

※運用状況によっては分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

毎ファンド営業日の午後３時まで受付けます。

購入申込日の翌ファンド営業日の１口当たり純資産価格
販売会社によって異なります。くわしくは、販売会社にご照会ください。

国内約定日(販売会社が購入注文の成立を確認した日）から起算して4国内営業日目

純資産総額に対して年率上限1.73％（投資顧問報酬0.80％、販売会社報酬0.80％、管理報酬0.05％、受託

報酬0.01％、代行協会員報酬0.03％、管理事務代行報酬および名義書換事務代行報酬上限0.04％）がか
かります。

設立費用、監査費用、弁護士費用、印刷費用、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等
本ファンドは、マスター・ファンドの無報酬クラスに投資しており、マスター・ファンドの投資顧問報酬は負担

しませんが、その他の報酬（年率0.06％を上限とする管理事務代行報酬および保管報酬が含まれます。）
および費用を負担します。

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。

購 入 申 込

購 入 価 格
購 入 単 位

払 込 期 日

■換金（買戻し）

換 金 申 込

換 金 価 格
換 金 単 位

お 支 払 日

■お客さまの費用

※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。

換 金 手 数 料

信託財産留保額

毎ファンド営業日の午後3時まで受付けます。

換金申込日の翌ファンド営業日の1口当たり純資産価格
0.01口以上0.01口単位

ただし、日本における販売会社は、これと異なる最低換金単位を定めることがあります。
国内約定日（販売会社が換金（買戻し）注文の成立を確認した日）から起算して4国内営業日目

購 入 時 の 費 用

投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運 用 管 理 費 用

（ 管理報酬等 ）

その他の費用・
手 数 料

購入金額に応じて、購入価格に4.4％（税抜4.0％）を上限とする日本における販売会社が定める手数料率

を乗じて得た額とします。

換 金 時 の 費 用

為替に関する留意点

税 金

なし

なし

本ファンドの購入・換金にあたり、円貨と外貨を交換する際には、販売会社の決定する為替レートによるものとします。くわしく
は、販売会社にご確認ください。

分配金、換金代金、償還金には税金（課税対象の場合）がかかります。本ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として
取扱われます。
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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。

販売会社一覧

■本資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント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。

■ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会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、1口当たりの純資産価格
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。また、外貨建てクラスの場合、各表示通貨では投
資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ること
があります。

■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。

■個別企業あるいは個別銘柄についての言及は、当該個別銘柄の売却、購入または継続保有の推奨を目的とするもので
はありません。本資料において言及された証券について、将来の投資判断が必ずしも利益をもたらすとは限らず、また言
及された証券のパフォーマンスと同様の投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。

■投資信託は預金保険機構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。

本資料のご利用にあたってのご留意事項等

○豪ドルクラス、円クラス（為替ヘッジあり）、米ドルクラス（為替ヘッジあり）、米ドルクラス

登録番号
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
金融先物取引
業協会

一般社団法人
第二種金融商品
取引業協会

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長 (金商)
第2251号

○ ○ ○ ○

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
登録金融
機関

関東財務局長（登金）
第653号

○ ○ ○ ○

大和証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長 (金商)
第108号

○ ○ ○ ○

三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長 (金商)
第180号

○ ○

金融商品取引業者名


