
GS グローバル環境リーダーズ（愛称：ecoWIN）
年2回決算コース／毎月決算コース（分配条件提示型） 追加型投信／内外／株式

足元の市場環境と今後の見通しについて

販売用資料
2022年1月

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。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。 1

概要

 足元の株式市場は金利上昇を主因として軟調に推移

 一方、今後の金利は上昇傾向も、そのペースは緩やかとなる見込み

 そして、構造的な環境ビジネスの拡大が見込まれる状況は変わらない

 ＜ご参考＞ファンドのコンセプトや銘柄のご紹介

設定来の運用状況について

足元は不透明な市場環境が継続

設定来 年2回決算コースの基準価額の推移

期間：2021年8月26日（設定日）～2022年1月21日 出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 上記の基準価額は信託報酬（詳細は、後述
の「ファンドの費用」をご参照ください。）控除後のものです。
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本ファンドが設定された2021年8月以降、不透明な市場環境が継続しています。足元は、主に米国を中心とし

た金利の急激な上昇が懸念されています。特に2022年に入ってからは、米10年国債利回りが2021年末の

1.51%から1月18日には1.87%とおよそ2年ぶりの高い水準となり、上昇傾向で推移しています。金利の急激

な上昇によって、債券と比較したときの株式の魅力度が相対的に低下したことなどが嫌気されて株式市場全

体が調整しています。

米国の金利上昇の背景には、歴史的な高水準に達しているインフレの加速を受け、FRB（米連邦準備制度理

事会）が利上げの前倒しや、バランスシート縮小など、金融政策の引き締めを予想以上に早く進めるとの見方

が浮上していることが存在しています。1月5日に公表された12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）の議事

要旨が、タカ派的な内容であったこともこのような見方を強める材料となりました。

2021年11月頃～
インフレ加速や金利動向が市場の主な注目点に

（円）

2021年9月頃
中国不動産大手の経営問題浮上
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今後の見通しについて

今後の金利は上昇傾向も、そのペースは緩やかとなる見込み

今後も金利の動向には注目が集まると見込まれ、

FOMCやFRB関係者の発言などを受け、早期の金融

引き締めなどが意識された際には、再び金利が上昇

し、市場の調整を余儀なくされる場面も想定されます。

ただし、今後金利は上昇傾向で推移することが見込

まれるものの、そのペースは緩やかになり、市場は安

定を取り戻すとみています。その理由としては、①金

融引き締めの起点であるインフレ率が次第に落ち着く

と予想されること、②経済成長のペースも緩やかにな

ると予想されることなどが挙げられます。

①に関しては、新型コロナウイルスの影響などによる

サプライチェーン（供給網）の混乱などを要因に引き

起こされましたが、次第にこれが解消され、2022年後

半にかけてインフレ率は緩やかに低下すると見込ま

れています。

②については、バイデン米政権が予定していた大型

歳出は縮小を余儀なくされる可能性が高く、これまで

経済成長を下支えしてきた財政支援の効果が次第に

薄れることが見込まれることなどから、経済成長率は

徐々に低下すると予想されています。

金利は緩やかな上昇ペースとなる見込み
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予測

期間：2017年10-12月期～2023年4-6月期
（2021年10-12月期以降は2022年1月時点のコンセンサス予測）

出所：ブルームバーグ 前年同期比コアPCE（個人消費支出）を使用

期間：2021年7-9月期～2023年4-6月期
（2021年10-12月期以降は2022年1月時点のコンセンサス予測）

出所：ブルームバーグ
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このように、足元の株式市場の調整は金利動向が主な
変動要因となっており、本ファンドの主要投資対象であ
る、環境ビジネスを営む個別企業の成長ストーリーが
大きく変化したものでは無いと考えます。

最近の大きなニュースでは、2021年11月に開催された、
気候変動枠組条約締約国会議（COP26）で、「産業革
命以前からの気温上昇を1.5度に抑える努力を追求す
る」とした合意文書を採択しました。

脱炭素社会の実現をはじめとした、環境ビジネスの成
長ドライバーは短期的に左右されるものではなく、構造
的に拡大していく成長分野だということに変わりはない
と考えます。

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から、
森林などによる吸収量などを差し引いた、実質ゼロを達成すること

加速する各国・地域政府の取り組み

＜ポイント＞構造的な環境ビジネスの拡大が見込まれる状況は変わらない

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。追記をご覧下さい。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。

時点：2021年11月
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銘柄名 テーマ 概要

1 エコラボ
持続可能な
消費と生産

水、衛生、感染予防など「地球の浄化ビジネス」のグローバル・リーダー。
節水、水の衛生状態の改善、省エネ、温室効果ガス削減など、大企業が社会的使命として求め
られている環境問題のソリューションを包括的に提供。

2 エネル 脱炭素社会

再生可能エネルギー発電量で世界最大級、グローバルに展開しているイタリアの電力企業。
再生可能エネルギーに対する需要は中長期的に世界全体で拡大すると考えられ、同社はその
恩恵を受ける立場にあると考えられる。

3 ボール 循環経済

食品・飲料や家庭用品に使うアルミニウム・スチールの金属包装を製造する米国の大手食品・
飲料品用缶メーカー。
アルミ素材はプラスチックよりもリサイクル率が高いことや、リサイクルに伴うエネルギー消費が
スチール缶より低いことなどで注目されている。

4 ダイキン工業 脱炭素社会

空調事業を中心に、世界160ヵ国以上で事業を展開し売上の7割以上を海外で生み出すグロー
バルリーディングカンパニー（2020年度）。
消費電力を削減し、温暖化への影響が少ないエアコンの普及を通じて、温室効果ガス排出量
の低減に貢献。

5 ダナハー
持続可能な
消費と生産

創業以来数多くのM&A（合併と買収）で成長する世界的な大手科学機器メーカー。
主な事業は、ライフサイエンス・医療診断・環境分野。水質検査機器や水ろ過装置などの提供
を通じて環境関連事業を展開。

6
シュナイダー
エレクトリック

脱炭素社会

デジタルを強みとしたエネルギー管理を武器に温暖化対策に注力する世界的な老舗企業。
多種多様な電力機器装置・ソフトウエアを組み合わせ、顧客（ビル・工場・データセンター・電力
インフラなど）に対しエネルギー効率化や最適なソリューションを提供。

7
ネクステラ・
エナジー

脱炭素社会

再生エネルギー事業を手がけ、太陽光発電と風力発電で米国最大の発電能力を有する電力
会社。
米『フォーチュン』誌が発表した「世界で最も称賛される企業2019」電気ガス業界部門で第1位
を獲得。

8
インフィニオン・
テクノロジーズ

脱炭素社会

パワー半導体・車載向け半導体のグローバル・リーダー。
パワー半導体とは、交流を直流に変換する、電圧を下げるなどを通じて電力・モーターを効率よ
く制御する半導体デバイスで、幅広い分野に使用される脱炭素社会のキーデバイス。

9
コーニンクレッカ

DSM

持続可能な
消費と生産

栄養、健康、素材など持続可能な暮らしにおいて環境に配慮した事業を行うグローバル企業。
メタンは二酸化炭素よりも高い温室効果があり、その3割弱が牛などの家畜に由来するとされ
ているが、同社の開発した酵素は牛のゲップからメタンを削減させることができる。

10
デルタ・

エレクトロニクス
脱炭素社会

産業向けのエネルギー管理ソリューションの提供企業。
パワーエレクトロニクス、オートメーション、インフラストラクチャーの3つを軸に、企業の省エネ化
を推進しており、EVや再生可能エネルギー普及の恩恵が期待される。

2021年12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。
上記構成比率は投資対象ファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。 投資対象ファンドとは、本ファンドの
投資対象ファンドであるルクセンブルク籍外国投資証券「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エ
クイティ・ポートフォリオ」を指します。*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。
ポートフォリオにおける保有銘柄あるいは過去の投資判断についての言及は、本資料でご紹介している投資戦略あるいは投資アプローチをご理解いただくための例示を目
的とするものであり、投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。例示された個別証券は、必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該投
資戦略に関する投資判断を代表するものでもありません。ポートフォリオの内容は、市場の動向等を勘案して随時変更されます。上記評価は、過去の一定情報を分析した
結果得られたものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

組入上位10銘柄（合計：49銘柄）

3

本ファンドの強みに、地域や業種のバランスが取れたポートフォリオ

国・地域別構成比率 業種（セクター）*別構成比率
国・地域 比率
米国 43.1%

日本 11.8%

オランダ 5.9%

デンマーク 5.7%

イタリア 4.0%

中国 3.8%

ドイツ 3.4%

台湾 3.2%

スペイン 3.1%

アイルランド 2.6%

その他 11.9%

現金等 1.5%

業種（セクター） 比率
資本財・サービス 34.3%

素材 24.7%

情報技術 18.0%

公益事業 12.3%

ヘルスケア 3.6%

一般消費財・サービス 2.4%

生活必需品 1.7%

エネルギー 1.6%

現金等 1.5%

地域でみると：欧州企業が約4割、新興国企業が約1割
業種でみると：特定の業種ではなく、複数の業種にまたがる

さらに、本ファンドの強みの一つに、地域や業種が幅広く分散していることがあげられます。幅広い地域に投
資を行い、特定の業種に偏ったものではないことから、米国や日本、あるいは情報技術（IT）や不動産（リー
ト）に資産が集中している投資家にとって分散効果が期待できると考えます。
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世界中の政府や企業、消費者、そして投資家は環境に対する取り組みを加速させています。
加えて昨今の技術革新なども追い風になり、

環境ビジネスの現実的な成長が見込まれる時代に突入したと考えます。

足元のように、短期的に苦しい展開を経験することもありますが、
本戦略の確信度の高いコンセプトは、

これからの世界の長きにわたる構造変化を捉えたものであり、
長期的な資産形成の一助になると考えています。

ecoWIN 運用への想い

設定来 純資産総額の推移 （両コース合計）

511億円
（2021年12月末時点）純資産総額

500億円 を突破しました

（億円）

期間：2021年8月26日（両コース設定日）～2021年12月末
出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 両コース：年2回決算コース／毎月決算コース（分配条件提示型）

（年/月）

過去のデータは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。
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期間：2020年2月14日（設定日）～2021年12月末、投資対象ファンドと世界株式は2020年2月14日を100として指数化。累積超過リターンは、その時系列の動きをよりわか
りやすく見せるため、スケールを拡大して表示しています。 出所：MSCIのデータを基にゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント作成 世界株式：MSCI オール・カント
リー・ワールド指数（税引後配当込み） 当該指数は投資対象ファンドの参考指標であり、本ファンドのベンチマークや参考指標ではありません。 *投資対象ファンドとは、本
ファンドの投資対象ファンドであるルクセンブルク籍外国投資証券「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・イ
ンパクト・エクイティ・ポートフォリオ」を指します。

本ファンドのポイント②
環境問題を解決するにあたって重要な投資テーマを特定

（ご参考）投資対象ファンド*のパフォーマンス
運用残高はグローバルで1,600億円を突破（2021年12月末時点）

脱炭素社会

再生可能エネルギー
エネルギー貯蔵
電気自動車、物流

など

農業、食料
水処理、配水

など

リサイクル
廃棄物処理
脱使い捨て

など

持続可能な消費と生産 循環経済

下記は、投資対象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なく、本ファンドの将来の運用成果を示唆ま
たは保証するものではありません。下記データにおいては、本ファンドの信託報酬等の諸費用は考慮されておらず、また、米ドル・ベース
のデータを用いて計算しているため、円ベースのデータとは動きが異なります。

投資テーマは今後変更する可能性があります。

（年/月）

本ファンドのポイント①
環境問題の解決に貢献する製品やサービスを提供する「ソリューション・プロバイダー」企業に投資

環境問題の
ソリューション・プロバイダー企業

持続可能な未来
環境問題に取り組む
国・地域や企業

“環境に配慮する企業”ではなく、
“環境問題の解決に貢献する製品やサービスを提供する企業”に

投資をする点がポイントです。

（ご参考）投資対象ファンドのパフォーマンス（米ドル・ベース）

5

写真やイラストはイメージとして掲載するものです。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。
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。
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過去ご紹介した投資対象ファンド*の組入銘柄①（2021年12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。ポートフォリオにおける保有銘柄あるいは過去の投資判断についての言及は、本資
料でご紹介している投資戦略あるいは投資アプローチをご理解いただくための例示を目的とするものであり、投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。例示
された個別証券は、必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該投資戦略に関する投資判断を代表するものでもありません。

写真はイメージです。 *投資対象ファンドとは、本ファンドの投資対象ファンドであるルクセンブルク籍外国投資証券「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールド
マン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ」を指します。

6

持続可能な消費と生産

エコラボ
水、衛生、感染予防など「地球の浄化ビジネス」のグローバル・リーダー

米国

 1923年に設立された、水、衛生、感染予防、エネルギーの技
術とサービスを提供する米国企業。

 世界170ヵ国以上で多様な業種向けに消毒、洗浄などの衛生
維持・向上サービスを提供するほか、工場などに水使用の最
適化サービスを提供。

 節水効果だけでなく、水の衛生状態の改善、廃棄物削減、省
エネ、温室効果ガス削減など、大企業が社会的使命として求
められている環境問題のソリューションを総括的に提供。

脱炭素社会

エネル
再生可能エネルギー発電量で世界最大級、グローバルに展開している電力企業

イタリア

 1962年に国有企業として設立、1999年に民営化された再生
可能エネルギー発電量で世界最大級を誇るイタリアの電力企
業。

 事業は国外の欧州、南米、北米などグローバルに展開してお
り、海外の利益が半分近くを占める。

 再生可能エネルギーに対する需要は中長期的に世界全体で
拡大すると考えられ、同社はその恩恵を受ける立場にあると
考えられる。

出所：エネル

【テクノロジー別 総発電設備容量構成比率】
（2020年）

水力
33%

風力
15%

太陽光
5%

地熱
1%

その他
46%

【顧客企業を通じて2020年に達成したインパクト】

7億人
が必要とする飲料水に相当

する水を節約

13億人
に安全な食料を提供

660億人
の手をきれいにすることで、
感染症を180万件低減

350万トン
の温室効果ガス排出を防ぐ

出所：エコラボ

循環経済

 1880年に設立された北米、欧州を中心に食品・飲料や家
庭用品に使うアルミニウム・スチールの金属包装を製造す
る米国企業。

 包装事業の主要製品はアルミニウム飲料缶、食品用ス
チール缶など。米国における近年の飲料缶需要の高まりに
応え、ここ数年、米国各地域で製造能力を増強。

 アルミ素材はプラスチックよりもリサイクル率が高いことや、
リサイクルに伴うエネルギー消費がスチール缶より低いこと
などで注目されている。

【飲料包装業界売上高シェア】
（2019年時点）

北・中央アメリカ
42%

欧州
42%

南アメリカ
49%

1位

1位

1位

ボール
リサイクル性に優れるアルミを製造する世界最大級の食品・飲料品用缶メーカー

米国

出所：ボール



販売用資料｜2022年1月
Goldman Sachs Asset Management

足元の市場環境と今後の見通しについて

GS グローバル環境リーダーズ（愛称：ecoWIN）

持続可能な消費と生産

脱炭素社会

 1934年に大阪で設立して以来空調事業を中心に、世界
160ヵ国以上で事業を展開し売上の7割以上を海外で生み
出すグローバルリーディングカンパニー。*

 空調事業・化学事業・フィルター事業の3つを柱に世界に事
業を展開。空調事業においては売上高グローバルNo.1を
達成。**

 圧縮機のモーターを的確にコントロールする「インバータ」を
搭載した、省エネ性の高い空調機を世界に先駆けて開発。
インバータなしのエアコンに比べ約58%の消費電力を削減
可能であり、CO2排出量の削減に貢献。

ダイキン工業
温室効果ガス排出量の低減に貢献する空調機、化学製品の世界的メーカー

 1902年にオランダの国有炭鉱会社として設立。現在は炭鉱
企業から健康、栄養、素材分野を柱とするサステナブルな
サイエンス企業に変貌。

 売上高は、栄養関連事業が概ね8割で、食品、動物飼料、
化粧品、製薬産業へ製品を供給。食品・飲料用の酵素・ビタ
ミンを提供するほか、家畜向けの飼料添加物を提供。*

 一例としては牛のゲップからメタンを削減させる添加物があ
げられる。メタンは二酸化炭素よりも高い温室効果があり、
その3割弱が牛などの家畜に由来するとされている。

総売上高
2.5兆円

【最終用途別売上高比率】

【地域別売上高比率】

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。ポートフォリオにおける保有銘柄あるいは過去の投資判断についての言及は、本資
料でご紹介している投資戦略あるいは投資アプローチをご理解いただくための例示を目的とするものであり、投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。例示
された個別証券は、必ずしも現在あるいは将来の保有銘柄であるとは限らず、また当該投資戦略に関する投資判断を代表するものでもありません。

（2020年時点）

（2020年度）

日本

コーニンクレッカDSM
栄養、健康、素材などの分野においてサステナブルな事業を行うグローバル企業

オランダ

出所：ダイキン工業

出所：コーニンクレッカDSM

写真はイメージです。 *投資対象ファンドとは、本ファンドの投資対象ファンドであるルクセンブルク籍外国投資証券「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. -ゴールド
マン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ」を指します。

米国
26%

日本
23%欧州

17%

中国
15%

アジア・オセアニア
14%

その他
5%

7

動物・家畜
37%

食品・飲料
12%

健康補助

食品
12%

乳幼児食品
6%

自動車
6%

医療
6%

パーソナルケア
5%

電気製品
4%

その他
12%

*2020年度 **2019年度

*2020年度

過去ご紹介した投資対象ファンド*の組入銘柄②（2021年12月末時点）

脱炭素社会

インフィニオン・テクノロジーズ
パワー半導体・車載向け半導体のグローバル・リーダー

ドイツ

 ドイツのコングロマリット（複合企業）、シーメンスから半導体部
門が分離・独立する形で誕生。

 発足当時は総合半導体メーカーだったが、メモリー事業を売
却する一方、パワー半導体や車載向け半導体を強化するな
ど「選択と集中」を進めてきた。

 パワー半導体とは、交流を直流に変換する、電圧を下げるな
どを通じて電力・モーターを効率よく制御する半導体デバイス
で、アナログ半導体の一種。幅広い分野に使用される脱炭素
社会のキーデバイス。

自動車向け
43%

産業用パワーコントロール
14%

パワー&センサー

システムズ
29%

セキュリティ
14%

【事業別売上高比率】
（2020年度）

同社の決算月は毎年9月

出所：インフィニオン・テクノロジーズ
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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

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。

１．日本を含む世界の株式を実質的な主要投資対象とし、主として環境問題の解決に関連する主要な
テーマに沿うと考えられる企業の株式に投資します。

２．外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

３．年2回決算コース、毎月決算コース（分配条件提示型）の選択が可能です。

※ 環境問題の解決に関連する主要なテーマには、クリーン・エネルギー、資源効率、持続可能な消費と生産、廃棄物処理とリサイクル、水
資源の持続可能性が含まれますが、これらに限定するものではありません。

※ 特定の業種（テクノロジーや消費財を含みますが、これらに限定するものではありません。）に集中して投資を行います。
※ 分配方針についての詳細は、後記「ファンドの分配方針」をご覧ください。
※ 販売会社によっては、いずれかのコースのみのお取扱いとなる場合があります。

委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用部門を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」といいます。

ファンドの仕組み

本ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。運用にあたってはゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
が運用する投資信託証券のうち、本ファンドの運用戦略を行うために必要と認められる下記の投資信託証券を主要投資対
象とします。

*1 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
*2 販売会社によっては、各コース間でスイッチングが可能です。ただし、換金時と同様に税金をご負担いただきます。くわしくは販売会社

までお問い合わせください。
※ 上記の投資信託証券（以下、総称して「組入れファンド」、「組入れ投資信託証券」または「指定投資信託証券」ということがあります。）

への投資比率は、資金動向および投資対象となる各投資信託証券の収益性等を勘案して決定するものとします。原則としてルクセン
ブルク籍外国投資証券（米ドル建て）「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.－ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメン
タル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ」の組入比率を高位に保つものの、各投資信託証券への投資比率には制限を設けません。

※ 投資対象となる投資信託証券は見直されることがあります。この際、上記の投資信託証券が除外されたり、新たな投資信託証券が追
加される場合もあります。
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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。

ファンドの分配方針

原則として、毎月の決算時（毎月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、利子・配当等収益および売買益
（評価益を含みます。）を中心に収益分配を行います。分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市場
動向等を勘案して、委託会社が決定します。なお、毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、以下の基準にし
たがい分配を行うことをめざします。基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、
基準価額が当初元本（1万口＝1万円）を下回る場合においても分配を行うことがあります。将来の分配金の支払い
およびその金額について保証するものではありません。

※初回決算日は2021年10月11日とします。

毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、以下の基準にしたがい分配を行うことをめざします。

毎決算期末の前営業日の基準価額 分配金額（１万口当たり、税引前）

11,000円未満 基準価額水準等を勘案して決定します。

11,000円以上12,000円未満 200円

12,000円以上13,000円未満 300円

13,000円以上14,000円未満 400円

14,000円以上 500円

※毎計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて上記表に基づく分配金額を支払うことを原則としますが、その金額は変動するもので
あり、基準価額の水準によっては分配金が支払われないこともあります。

※特に決算期末にかけて基準価額が急激に変動した場合など基準価額水準や市場動向等によっては、委託会社の判断で上記とは異なる
分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。

※上記表に記載された基準価額および分配金額は、将来の運用の成果を保証または示唆するものではなく、特に環境関連企業等の株式
の下落局面や為替レートの大幅な変動によっては、基準価額が当初元本（1万口＝1万円）を大きく下回る場合があります。

※投資家のファンドの購入価額によっては、基準価額が１万円を超えて支払われた分配金であっても、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。

※収益分配金の支払いのために、現金化またはポートフォリオ再構築を行うための追加的な取引コスト等が発生する場合や資金動向等に
よっては現金の保有比率が高まる場合があることにご留意ください。

年2回決算コース

原則として、年2回の決算時（毎年2月10日および8月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、利子・配当等
収益および売買益（評価益を含みます。）を中心に収益分配を行います。分配金額は、基準価額水準、市場動向等
を勘案して、委託会社が決定します。ただし、基準価額水準や市場動向等によっては分配を行わないこともありま
す。また、基準価額が当初元本（1万口＝1万円）を下回る場合においても分配を行うことがあります。将来の分配
金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※初回決算日は2022年2月10日とします。

毎月決算コース（分配条件提示型）
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収益分配金に関わる留意点

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、基準価額は下がります。

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。

※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評
価益を含む売買益③分配準備積立金（当該計算期間よりも前に累積した配当等収益および売買益）④収益調整金（信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差引いた差額分）です。

上記のとおり、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、本ファンドの基準価額が
減価することに十分ご留意ください。
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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。

収益分配金に関わる留意点（続き）

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。ファンド購入後の基準価額の値上がりが、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。元本の一部払戻しに該当する部分は、元本払戻金（特別分配金）とし
て非課税の扱いになります。

普通分配金：個別元本(投資家のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資家の個別元本は、元本払戻金（特別
分配金）の額だけ減少します。

（注）普通分配金に対する課税については、「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
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株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク）・集中投資リスク

本ファンドは日本を含む世界の株式を実質的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
かる価格変動リスク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。また、本ファンドは、特
定の業種に対して大きな比重をおいて投資を行いますので、業種をより分散した場合と比較して、ボラティリティ
（価格変動性）が高く大きなリスクがあると考えられます。
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。現時点において株価が上昇
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。

新興国株式市場への投資に伴うリスク
本ファンドの実質的な投資対象には新興国の株式も含まれます。新興国市場への投資には、先進国市場への
投資と比較して、カントリー・リスクの中でも特に次のような留意点があります。すなわち、財産の収用・国有化等
のリスクや社会・政治・経済の不安定要素がより大きいこと、市場規模が小さく取引高が少ないことから流動性が
低く、流動性の高い場合に比べ、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、為替
レートやその他現地通貨の交換に要するコストの変動が激しいこと、取引の決済制度上の問題、海外との資金
決済上の問題等が挙げられます。その他にも、会計基準の違いから現地の企業に関する十分な情報が得られ
ない、あるいは、一般に金融商品市場における規制がより緩やかである、といった問題もあります。

中小型株式への投資リスク
本ファンドの実質的な投資対象には中小型株式も含まれます。中小型株式は、大型株式と比べて時価総額が小
さく、相対的に流動性が低く、ボラティリティが高いため、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、より大きなリスクを伴います。

為替変動リスク
本ファンドは、日本を含む世界の株式を投資対象とする外貨建ての投資信託証券を主要な投資対象とし、実質
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。したがって、本ファンドへの投資には為替変動リス
クが伴います。為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需
給、世界各国への投資メリットの差異、金利の変動その他のさまざまな国際的要因により決定されます。また、
為替レートは、各国・地域の政府・中央銀行による介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性があ
ります。

主な変動要因

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。
また、為替の変動により損失を被ることがあります。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。

ESGに関する留意点

本ファンドは、ESGの観点から業種あるいは事業の内容についての評価を行い、特定の業種に属する企業また
は特定の事業を営む企業については投資対象から除くことを基本方針としますが、これらの企業が投資対象か
ら除かれることを保証するものではありません。

留意点
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お申込みメモ

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。

購 入 単 位 販売会社によって異なります。

購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額

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 換金申込日の翌営業日の基準価額

換 金 代 金 原則として換金申込日から起算して6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。

購 入 ・ 換 金
申 込 不 可 日

英国証券取引所、ニューヨーク証券取引所もしくはルクセンブルク証券取引所の休業日またはロンド
ン、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行の休業日、12月24日および主要な組入れファンドが定
めるその他の休業日（以下「ファンド休業日」といいます。）

申込締切時間 「ファンド休業日」を除く毎営業日の原則として午後3時まで

信 託 期 間
2031年8月8日まで（設定日：2021年8月26日）
※委託会社は、信託期間の延長が受益者に有利であると認めた場合は、信託期間を延長することができます。

繰 上 償 還
各コースについて純資産総額が30億円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。
また、主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、信託を終了します。

決 算 日

年2回決算コース
毎年2月10日および8月10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
※初回決算日は2022年2月10日とします。

毎月決算コース
（分配条件提示型）

毎月10日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配

年2回決算コース
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。

毎月決算コース
（分配条件提示型）

毎月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。

※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。

信託金の限度額 各コースについて2,000億円を上限とします。

ス イ ッ チ ン グ
販売会社によっては、各コース間でスイッチングが可能です。
※スイッチングの際には換金時と同様に換金されるファンドに対して税金をご負担いただきます。くわしくは販売
会社までお問い合わせください。

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。
配当控除の適用はありません。
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。
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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。

●三菱ＵＦＪ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。

●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

ファンドの費用

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
購入申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3％）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1.7875％（税抜1.625％）
※運用管理費用は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、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るほか、組入れ投資信託証券の
信託事務の諸費用が各投資信託証券より支払われます。

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や資産を外国で保管する場合の費用等
上記その他の費用・手数料（組入れ投資信託証券において発生したものを含みます。）
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。

※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。
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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

池田泉州TT証券株式会社
金融商品
取引業者

近畿財務局長（金商）
第370号

○

株式会社伊予銀行（注1） 登録金融
機関

四国財務局長（登金）
第2号

○ ○

株式会社京都銀行
登録金融
機関

近畿財務局長（登金）
第10号

○ ○

株式会社埼玉りそな銀行
登録金融
機関

関東財務局長（登金）
第593号

○ ○

株式会社七十七銀行
登録金融
機関

東北財務局長（登金）
第5号

○ ○

株式会社第四北越銀行（注1） 登録金融
機関

関東財務局長（登金）
第47号

○ ○

株式会社千葉興業銀行
（注2） 登録金融

機関
関東財務局長（登金）
第40号

○

株式会社中京銀行
登録金融
機関

東海財務局長（登金）
第17号

○

株式会社北洋銀行
登録金融
機関

北海道財務局長(登金)
第3号

○ ○

株式会社北洋銀行
(委託金融商品取引業者　北洋証券株式会社)

登録金融
機関

北海道財務局長(登金)
第3号

○ ○

株式会社北陸銀行
登録金融
機関

北陸財務局長（登金）
第3号

○ ○

株式会社りそな銀行
登録金融
機関

近畿財務局長（登金）
第3号

○ ○ ○

ぐんぎん証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長（金商）
第2938号

○

四国アライアンス証券株式会社
金融商品
取引業者

四国財務局長（金商）
第21号

○

静銀ティーエム証券株式会社
金融商品
取引業者

東海財務局長（金商）
第10号

○

七十七証券株式会社
金融商品
取引業者

東北財務局長（金商）
第37号

○

北洋証券株式会社
金融商品
取引業者

北海道財務局長(金商)
第1号

○

水戸証券株式会社
（注1） 金融商品

取引業者
関東財務局長（金商）
第181号

○ ○

金融商品取引業者名

販売会社一覧

（注1）年2回決算コースのみのお取扱いとなります。
（注2）毎月決算コース（分配条件提示型）のみのお取扱いとなります。
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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。）が作成した販売用資料です。
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。

■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。

■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。

■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。

■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。

■ESG(環境(Environmental) 社会(Social) ガバナンス(Governance))戦略では、他の戦略や一般的なベンチマークに含まれて
いるリスクを除外、又はリスクを許容することがあり、その結果パフォーマンスがそれらと乖離する可能性があります。また、
ESG戦略は、その投資対象の資産クラスのリスクに晒されており、投資対象とする特定の市場やセクターにおいて、想定
通りに需要が拡大せず、又は想定より緩やかに需要が高まる展開となる可能性があります。

■当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。

■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。

■本資料の一部または全部を、当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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