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MUGC GSケイマン･ファンド

GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
米ドルクラス／米ドルクラス（為替ヘッジあり）／豪ドルクラス／円クラス（為替ヘッジあり）
ケイマン籍／オープン･エンド契約型外国投資信託

足元の運用状況と今後の見通し

販売用資料
2020年4月
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ポートフォリオ・マネージャーに聞く

Q1：本ファンドの設定来のパフォーマンスについて教えてください

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。
最大累積下落率は過去のデータに過ぎません。実際には、投資元本の大幅な毀損や全損が生じる場合があります。

2020年2月以降、新型コロナウイルスの感染拡大に端を発して世界的にリスクオフの展開となり、株式市場や債

券市場が急落するなか、本ファンドも影響を受けました。しかしながら、グローバルの主要資産と比べると、本

ファンドの足元の下落は限定的であり、設定来でみると累積+32.2%と良好なパフォーマンスを獲得しています

（2020年3月末時点）。

本ファンド（豪ドルクラス）と主要資産のパフォーマンス

（年/月）

本ファンド（豪ドルクラス）と主要資産の最大累積下落率

累積
リターン

年率
リスク＊

本ファンド
（豪ドルクラス）

32.2% 3.2%

米国国債 23.7% 3.6%

グローバル・
ハイブリッド証券

34.0% 6.3%

グローバル・
ハイ・イールド社債

26.9% 7.4%

新興国国債
（現地通貨建て）

-12.6% 11.4%

先進国株式 70.8% 12.2%

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

本資料について

 本ファンドのポートフォリオ・マネージャーであるロイ・キーナン氏に、

本ファンドのパフォーマンスや足元の世界的なリスクオフ、オーストラリア

の状況に加え、今後の運用方針などについてお聞きしました。

-5.7% -8.8%
-15.8%

-21.8%

-32.7% -34.0%

米国国債

本ファンド

（豪ドルクラス）

グローバル・

ハイブリッド証券

グローバル・ハイ・

イールド社債

新興国国債

（現地通貨建て） 先進国株式

期間：2012年9月26日（設定日）～2020年3月末（上図は2012年9月26日を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）、米国国債：FTSE米国債指数、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・キャピタル証券インデックス、グローバル・ハイ・イールド社債：ブルームバーグ･バークレイズ･グローバル・ハイ･イールド
社債指数、新興国国債（現地通貨建て）：JPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド、先進国株式：MSCIワールド指数（配当込み）
本ファンド（豪ドルクラス）は豪ドル・ベース、それ以外は米ドル・ベース

本ファンド（豪ドルクラス）は

リスクを抑えつつリターンを

獲得してきたことが確認できます

＊設定月末以降の月次データを用いて算出
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Q2：足元の世界的なリスクオフについて教えてください

今回の新型コロナウイルスの感染拡大に端を発する世界的なリスクオフは、①世界各国で展開されている

感染拡大防止を目的とした社会隔離政策の実体経済への影響が未知数であること、②原油需要の低下観

測と、OPECプラス（石油輸出国機構加盟国とその他主要産油国）による増産計画を背景とした原油ショック

が同時期に起こったこと、③未曾有の経済活動の低迷と原油ショックにより、企業の資金繰り懸念などが広

範囲な金融市場の不安定化につながったこと、が主要因として挙げられます。今後、世界経済がどの程度減

速するのかについては様々な議論があり、試算についても大きな幅がみられるなか、現時点で明確なことは

言えません。

金融
政策

新型コロナウイルスの感染拡大に端を発して世界的なリスクオフに、
世界経済がどの程度減速するかは依然として不透明

今後の短期的な注目点は、各国政府が打ち出している財政出動が、経済減速をどの程度埋め合わせること

が出来るのか、繰延需要がどの程度具現化するのか、という点になると考えられます。米国では、GDPの

10%程度に及ぶ2兆米ドル規模の財政政策の導入が決定しましたが、欧州、アジア各国でも同様の動きが

みられていることは注目に値します。

グローバル市場でみられている金融不安については、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめ、各国中央銀

行が矢継ぎ早に大胆な金融政策を打ち出しており、市場はそれを好感している状況です。これらの金融政策

に関しては、一部では既に効果が出始めており、市場環境の改善がみられます。一方、一部の市場は引き

続きストレスを抱えている状況であり、FRBの政策がどの程度浸透するのか、が今後の焦点となりそうで

す。

打ち出された各種政策の効果が今後の注目点に

足元の世界的なリスクオフに関する3つの要因 主要国・地域の金融・財政政策について

実体経済への
影響

社会隔離政策が経済に

与える影響が未知数

原油ショック
企業の

資金繰り懸念

原油価格急落を受け、

エネルギー関連企業の

業績悪化懸念が高まる

財務基盤が弱い

低格付け企業への

懸念が高まる

財政
政策

各国中央銀行は緩和政策を強化し、

金利政策以外の手段（量的緩和や流

動性供給）も駆使

主要国は財政出動に動きはじめたが、

さらなる拡大余地が存在

 米国ではリーマン・ショック時を上回る2兆米ドル規模の
財政政策の導入が決定

 欧州各国も財政出動を発表。ドイツでは約7,500億
ユーロ規模の財政政策が承認

 日本では、約30兆円規模の対策を検討

 FRBは種々の措置を矢継ぎ早に講じている

 ECB（欧州中央銀行）、BOE（英中央銀行）、日本銀行
は量的緩和の規模を拡大、企業への貸出拡大に向け
た取り組みを発表

上記は過去のものであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。上図は例示を目的とするものです。

2020年3月末時点
出所: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

出所: ヤラ・キャピタル・マネジメント
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Q3：足元のオーストラリアの状況について教えてください

オーストラリアでも、3月の金融市場は大荒れの展開となり、株式・債券市場は大きく下落しました。

今後については、4月と5月は、米国や欧州と同じく、オーストラリアでも感染拡大の最悪期を迎えると考えら

れ、同時に各種経済指標も悪化することが想定されます。一方で、RBA（オーストラリア準備銀行）が利下げ

の実施と量的緩和策の導入を決定したことに加え、国民への現金給付や、設備投資を促す施策、企業の資

金繰りに対する支援、特に影響を受けている地域への金融面でのサポートなど、財政政策も矢継ぎ早に発

表しており、景気を下支えする姿勢を鮮明にしています。金融政策、財政政策の対応は未曾有の規模となる

と考えられることから、市場は失望から楽観、また失望へ、という綱引きを繰り返す時期が来ると考えていま

す。

5月以降、感染拡大の最悪期を過ぎることができれば、徐々に経済活動の正常化が始まると考えています。

それに合わせた企業収益の安定化、金融政策がもたらす潤沢な流動性や繰延需要を刺激する財政政策な

どにより、市場参加者が金融市場の割安なバリュエーションに目を向け始め、新たな投資機会を探ることに

より、安定化が進むと想定しています。

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。上図は例示を目的とするものです。

オーストラリアでも3月の金融市場は大荒れ

足元で発表されたオーストラリアの財政政策

オーストラリア経済に関しては、先進国・新興国などの多くが景気後退入りする可能性が高く、その影響を受

けることも考えると、景気後退（2四半期連続のマイナス成長）に陥る確率は極めて高いと考えています。

ただし、豪ドル安が進む中でコモディティ輸出がいまだ堅調であること、住宅市場の安定が継続していること、

財政・金融政策が矢継ぎ早に出ていることはオーストラリア経済にとってプラス要因と考えられます。

景気後退が見込まれるものの、各種政策などはポジティブ要因か

オーストラリア政策金利と10年国債利回り

（年/月）

期間：2010年12月末～2020年3月末
出所：ブルームバーグ

10年国債利回り

政策金利

0.25%
2020年3月末時点

2020年3月末時点
出所:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
※上記は例です。

財政政策第2弾

賃金補助金政策

財政政策第1弾

設備投資の促進策、中小企業のキャッシュフロー支援、

家計への補助金支給など

第1弾の財政政策の増額など

売上高が減少した豪州企業の労働者に対して、

2週間毎に1人当たり1,500豪ドル（約10万円）の補助金

総額176億豪ドル

総額661億豪ドル

総額1,300億豪ドル
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期間（上グラフ）： 2012年9月26日（設定日）～2020年3月末（上図は2012年9月26日を100として指数化） 、期間（下グラフ）：2019年12月末～2020年3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 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）、米国投資適格社債：ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債インデックス（米ドル・ベース）、米国ハイ・イールド社債：ブルー
ムバーグ・バークレイズ米国ハイ・イールド社債インデックス（米ドル・ベース）

Q4：米国の社債市場対比で底堅いパフォーマンスを維持できている理由に
ついて教えてください

オーストラリアは1991年以降、リーマン・ショックも乗り越えてプラス成長を継続している唯一の先進国です。

2019年は住宅価格の下落などから景気減速懸念が高まったものの、年後半から2020年初にかけて経済指

標は改善傾向にあり、新型コロナウイルスへの懸念が高まった際にも、経済状況は相対的に良好だったこと

がパフォーマンスに寄与していると考えられます。

また、本ファンドの運用における銘柄選択が奏功したことも、良好なパフォーマンスに繋がっています。本ファ

ンドでは、財務状況が健全かつ市場で割安に放置されている銘柄を選択的に組入れており、今回のような市

場環境が急激に悪化する環境下では、下落を限定的なものとしました。

本ファンド（豪ドルクラス）と米国社債のパフォーマンスの比較

相対的に経済状況が良好なオーストラリアにおいて、

バランスシートが健全な企業に投資してきたことがカギ

世界的に広範囲に渡る金融市場の不安定化が懸念されているなか、オーストラリアの金融市場の変動性も高

まっているものの、クレジット市場は相対的に落ち着いており、米国市場でみられているような各種急激なスト

レスは確認されていません。以上のように、相対的に健全な国、投資先企業の財務状況や、オーストラリア金

融市場が健全な状況を継続出来ていることが、当ファンドの良好なパフォーマンスにつながっていると考えて

います。

オーストラリアのクレジット市場は相対的な落ち着きをみせる

コロナ後を抜き出し比較

本ファンド（豪ドルクラス）

米国投資適格社債

米国ハイ・イールド社債

中国の景気減速懸念
エネルギー価格の急落

（年/月）

-8.8%

-14.9%

-20.8%

本ファンド（豪ドルクラス） 米国投資適格社債 米国ハイ・イールド社債

2020年初来の最大累積下落率の比較

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。
最大累積下落率は過去のデータに過ぎません。実際には、投資元本の大幅な毀損や全損が生じる場合があります。
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上記は過去のものであり、将来の結果を示唆または保証するものではありません。

Q5：今後の運用に関する留意点について教えてください

①ファンドの十分な流動性を保全すること

今後の運用では、特に以下の3点に留意し、良好なパフォーマンスの獲得をめざします。

②投資企業の財務状況に細心の注意を払うこと

③新たな投資機会を探り続けること

リーマン・ショック当時、多くの投資家がパニックに陥って保有資産を投げ売り、ファンドの解約を急ぎました

が、市場における流動性が十分でなかったため、ファンドの解約ができないという事態が世界中で発生し、投

資家心理を更に悪化させました。

本ファンドではこの教訓を活かし、十分な現金もしくは、流動性が非常に高い短期債を保有し、解約が殺到し

た場合でも対応できるよう、十分な備えをしています。事態の改善とともに、足元で生まれつつある新たな投

資機会に資金を振り向ける予定です。

本ファンドの保有銘柄に関して大規模なストレステストを実施しています。具体的には、保有銘柄1つ1つの企

業の財務状況を洗い出し、今後6ヵ月、売上ゼロが継続した場合に、どれほどの企業が存続し得るのか、と

いう極めて厳しい条件でテストしています。

結果としては、本ファンドの保有銘柄全てが、今後6ヵ月間の売上がゼロ、固定費はそのまま、という想定で

あったとしても、破綻を避けられ、十分に存続しうることが確認されました。本ファンドはそれだけ、財務状況

が健全な企業を中心に組み入れている、ということが言えます。

割安になった魅力的な銘柄の選定を実施しており、余剰資金で徐々に投資を行っています。足元の大幅な

下落を受けて、通常では考えられないような割安な銘柄があふれている状況であることから、しっかり財務状

況を分析しつつ、これだと思う銘柄のみ組入れています。
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【円クラス（為替ヘッジあり）】

6

本ファンドの運用実績

設定来、2020年2月までは、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）は、概ね堅

調に推移してきた一方、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推移となりました。

足元では新型コロナウイルスの感染拡大に端を発する世界的なリスクオフを背景に、各クラスとも軟調に推移し

ました。

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）～2020年3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）～2020年3月末）

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

豪ドルクラス -6.3% -6.3% -5.7% -3.7% 4.6% 32.2% 3.2%

円クラス
（為替ヘッジあり）

-6.5% -6.5% -6.4% -5.3% -1.8% 9.6% 3.1%

米ドルクラス -11.0% -18.0% -14.5% -16.9% -16.0% -21.8% 10.6%

米ドルクラス
（為替ヘッジあり）

-6.2% -6.0% -5.3% -2.7% - 2.0% 4.8%

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：2020年3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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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・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～2020年3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）

0.37%

-0.05%

0.37%

1.45%

金利差：
-0.42%

金利差：
1.08%

2020年
3月末時点

2020年
3月末時点

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。
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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。



販売用資料｜2020年4月
Goldman Sachs Asset Management

ポートフォリオ・マネージャーに聞く足元の運用状況と今後の見通し
MUGC GSケイマン・ファンド GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド

12

※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


