
上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証す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。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。

本ファンドの設定来の基準価額推移

設定来の運用状況について

本ファンドは設定以降、経済回復期待の高まりなどから、本ファンドでは投資しない方針である景気変動に敏感なバ

リュー株（割安株）に資金が流れる一方、世界的な金利上昇に伴い、本ファンドで多く保有するグロース株（成長

株）が相対的に足踏みしたことなどから、2021年6月中旬にかけて軟調に推移しました（期間①）。その後は、金

利上昇が落ち着きをみせたことや、個別企業のファンダメンタルズを反映した業績相場に回帰しつつあったこと、本ファン

ドにおける銘柄選択が奏功したことなどから、基準価額は1万円台に回復しました（期間②）。

しかし2021年末頃から、インフレの加速を受け、米国で金融政策の引き締めが予想以上に早く進められるとの見方

が浮上したことから、主に米国を中心として金利が大きく上昇しました。これを受けて日本株式市場ではリスクオフ・バ

リュー株優位の展開となり、グロース株が相対的に苦しい展開となったことから本ファンドも軟調な推移となっています

（期間③）。

本資料では、本ファンドの仕組みやマザーファンドのパフォーマンス特性を振り返るとともに、本ファンドを用いることで期

待される分散投資効果や今後の見通しなどについてご紹介します。

概要

 2022年初来、バリュー株優位の展開となったことから本ファンドも軟調な推移

 マザーファンドは日本株式市場の上昇／下落局面ともにTOPIXをアウトパフォームし

ており、特に下落局面で力を発揮

 今後、バリュー相場は一旦落ち着き、業績相場への移行が進む中で本ファンドは

堅調な推移が期待される
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2021年初来 バリュー株が優位な展開

一般に、バリュー株とは「将来利益や純資産などで評価した企業価値に比べて、株価が割安に放置されている銘柄」、グロース株は「企業の業績の成長率が
高い、または今後高い成長が見込まれる銘柄」を指します。

90

95

100

105

110

115

120

125

2020/12 2021/3 2021/6 2021/9 2021/12

期間：2021年1月22日（設定日）～2022年1月末
出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（以下、GSAM）

期間：2020年12月末～2022年1月末（グラフ起点を100として指数化）
出所：ブルームバーグ
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2

本ファンドの運用・仕組みについて

上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。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。
写真はイメージです。
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本ファンドは、マーケット・ニュートラルを用いることで、株式市場の変動リスクを低減しつつ、銘柄選択要因による収益の

確保をめざします。

上記は本ファンドの運用への理解を深めていただくためのイメージ図であり、すべてのケースを網羅するものではなく、本ファンドまたは株式市場の将来の収益を示唆あるいは保
証するものではありません。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。＊本ファンドにおけるTOPIX先物取引の売
建て（ショート）は、マーケット・ニュートラルのために必要な金額に対して上方または下方に乖離する場合があるため、株式市場要因による影響を完全に排除することを保証
するものではありません。マザーファンドは、比較的少数の銘柄に集中して投資を行いますので、構成銘柄や業種配分はTOPIXと異なります。TOPIXは本ファンドおよびマザー
ファンドのベンチマークではありません。本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。上記はマザーファンドの実績であり、日本株式運用部分は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を行います。上記はマザーファンドの実績であり、本ファンドそのものの実績ではありません。マザーファンドにおいては、信託報酬および信託事務
の諸費用の負担がないことにつきご留意ください。

銘柄選択要因

株式市場要因

日本株式運用
TOPIX先物の

売建て（ショート）

銘柄選択要因

マーケット・二ュートラル
の主な収益

マザーファンドの収益は主に
銘柄選択要因と株式市場要因

ファンドへの
影響を低減

期間：2012年3月末～2021年12月末 出所：GSAM

マザーファンドと同様の運用を行う戦略全体の運用残高

（億円）

良好なパフォーマンス

を背景に残高拡大が

加速

相対的に
好パフォーマンスを
獲得してきた
マザーファンドに

マーケット・ニュートラルで
株式市場要因

のリスク低減を図り

市場の変動に
影響を受けない

「銘柄選択要因による収益」
の獲得をめざします

 本ファンドが主要投資対象とするマザーファンドは、2012年3月末からさまざまな市場局面においてTOPIX（配当込み）
を上回るパフォーマンスをあげてきました。

 マザーファンドと同様の運用を行う戦略*は国内個人投資家に限らず、機関投資家・海外投資家・ファンドラップなど、投資の
プロからも人気を集め、残高拡大が加速しています。

株式市場要因

期間：2012年3月末～2022年1月末（四半期ベース、2022年1-3月期は1月末まで）
出所：GSAM、ブルームバーグ マザーファンド、TOPIXは始点を100として指数化

マザーファンドの運用実績

投資のプロに選ばれるGSAMの日本株式運用戦略

本ファンドにおいて、マーケット・ニュートラルとは、マザーファンドを通じて日本株式に投資するとともに、TOPIX先物取引の売建て（ショート）を組み合わせることに
より、株式市場の変動リスクを低減しつつ、銘柄選択要因による収益の確保をめざす運用手法をいいます。

TOPIX先物の売建てで
株式市場要因を取り除くことをめざす

株式市場要因が（ほぼ）取り除かれ、
銘柄選択要因が残る形に

12年3月末以降で

TOPIX（配当込み）

を186%上回る

*日本長期成長株集中投資戦略

累積超過収益率（右軸）

マザーファンド
（左軸）

TOPIX（配当込み、左軸）

マーケット・ニュートラルを用いた本ファンドの収益イメージ
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3

TOPIXを継続的に上回るパフォーマンスの秘訣

持続的な成長企業の選別ポイントと「再成長期企業」

強固なビジネス・
フランチャイズ

優秀な経営陣 良好な事業環境

参入障壁が高く、
高水準なマーケット
シェアを有する企業

持続的な成長性が
見込める事業環境

合理的な資本配分・意思決定など、
優秀な経営陣が率いる企業

マザーファンドでは以下の2つのポイントに着目し、「持続的な成長企業」を選別しています。

上記の選別ポイントにて厳選投資された銘柄には、持続的な成長が期待できる「再成長期企業」が含まれます。

「再成長期企業」は、安定した事業基盤を持ち、それを足掛かりに事業拡大を進めるため、創業期・成長期における小

型の成長企業と比較して、より確信度の高い安定した成長が期待できると考えています。

景気変動の影響を受けにくく、

独自の成長要因を持つ企業

株主資本利益率（ROE）が高水準で推

移、あるいは上昇すると見込まれる企業

上記は銘柄選択の基準を例示したものであり、実際に組入れられる銘柄が必ずしも上記すべての基準に当てはまるわけではありません。また、かかる基準は今後変更される場合が
あります。上記がその目的を達成できる保証はありません。

 中型以上の銘柄が多く、小型

株と比較して業績の下振れリス

クおよび流動性リスクが小さい

 国内で安定したシェアを維持し

ている企業の海外展開、

新規事業などで成長が加速

 事業基盤が安定しているため、

持続的な成長が可能

銘柄の特徴（ご参考）

マザーファンドでは、将来の持続的な成長への確信度が高く、かつその成長が株価に反映されていない割安だと考え

られる銘柄に対して厳選投資を行っています。変動の激しい市場環境下でも、安定して市場を上回るパフォーマンス

を獲得してきた背景には、どのような局面でも一貫して、投資哲学に沿って徹底したボトムアップ・リサーチに基づいた

銘柄選択を継続してきたことがあると考えます。

独自の成長要因を持つ企業の特徴

Point① Point②

企業のライフサイクル・イメージ

ROEとは

ROE＝

つまり・・・

投下した資本に対し、企業がどれだけの利益を

上げられるのかを示す企業の収益力を図る指標。

過去、株価が大きく上昇した銘柄のROEは高水準

あるいは上昇したケースが多い。

多くの成長株投資で
注目される領域

税引後純利益

株主資本

持続的な成長企業の選別ポイント

持続的な成長が期待される「再成長期企業」

上記は、企業のライフサイクルについて理解を深めていただくためのイメージ図であり、マザーファンドの運用方針を説明するものではありません。企業のライフサイクルにお
いては「創業期・成長期」、「安定期」、「再成長期」のいずれからも「衰退期」に移行する可能性があります。マザーファンドのポートフォリオには、再成長期企業の性質
を有する銘柄が含まれる傾向にあるものの、投資対象を再成長期企業に限定するものではありません。
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4

特に下落局面で力を発揮してきたマザーファンドのパフォーマンス

-5.2%

8.8%

-7.8%

8.1%

下落四半期 上昇四半期

マザーファンド

TOPIX（配当込み）

上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。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。

マザーファンドとTOPIXの収益率の差異

＜局面別平均リターンの比較＞

TOPIX上昇/
下落局面ともに
アウトパフォーム

＊四半期ベース

期間：2012年3月末～2022年1月末（四半期ベース、2022年1-3月期は1月末まで） 出所：GSAM、ブルームバーグ
マザーファンドは、比較的少数の銘柄に集中して投資を行いますので、構成銘柄や業種配分はTOPIXと異なります。TOPIXは本ファンドおよびマザーファンドのベンチマークではありませ
ん。本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。上記はマザーファンドの実績であり、日本株式運用部分は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を行います。
上記はマザーファンドの実績であり、本ファンドそのものの実績ではありません。マザーファンドにおいては、信託報酬および信託事務の諸費用の負担がないことにつきご留意ください。

累積超過収益率（右軸）

マザーファンド（左軸）

TOPIX（配当込み、左軸）

パフォーマンス特性を
もう少し深堀！

 マザーファンドは、景気敏感銘柄には投資しない方

針であるため、①、②、③のような、急激に経済回復

期待が高まって景気敏感銘柄が大きく上昇した局

面では、TOPIXに対してアンダーパフォームする展

開となりました。

 ただし、このような相場は中長期のファンダメンタルズ

を反映しておらず、長続きしない傾向があるとみてお

り、中長期的には、本ファンドが投資対象とする銘

柄が市場をアウトパフォームするとみています。

 足元のバリュー相場においてもマザーファンドは

TOPIXをアンダーパフォームしているものの、今後想

定される業績相場への回帰が進むとともに本ファン

ドも堅調となることが期待されます。

マザーファンドは前述の通り、TOPIX（配当込み）を継続的に上回ってきました。このパフォーマンスを局面別に分

解し、比較してみるとTOPIX上昇/下落局面ともにアウトパフォームしているものの、特に下落局面で力を発揮してい

ることが確認できます。この特性はマザーファンドの3つの特徴を背景としたものと考えられます。

「再成長期企業」に

重点投資しているため、

業績下振れリスクが

相対的に小さい

1 2 3

経済成長が大きな

成長ドライバーである、

景気敏感銘柄には

投資しない方針

バリュエーションも重視

しており、株価上昇で

下落リスクが高まった

銘柄のウェイトを削減

※マザーファンド、TOPIXは始点を100として指数化
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2013年4-6月

2012年4-6月

17年7-9月期
②の劣後を
取り戻す

15年1-3月期
①の劣後を
取り戻す

21年10月
③の劣後を
取り戻す

①
アベノミクス
初期相場

（12年10-12月期）

②
トランプ相場

（16年10-12月期）

③
ワクチン相場

（21年1-3月期）

マザーファンドの運用実績（四半期ベース）
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5

ご参考 コンポジットは主要資産と低い相関、高い投資効率を実現
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上記は本ファンドと同戦略のコンポジットの過去の運用実績をご参考までに紹介するものであり、 本ファンドの運用実績ではありません。また、本ファンドの将来の運
用成果を示唆あるいは保証するものでもありません。*コンポジットとは、類似の投資戦略ないし投資方針に基づいて運用される1つ以上のポートフォリオの運用実
績を、一定の基準に従って総合的に評価したものであり、投資戦略ごとの運用実績を提示するための基本的な手段です。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。上記はコンポジットのデータであり、ファンドの実績ではありません。また、手数料等の費用や流動性等の市場要因は
考慮されておりませんのでご留意ください。年率リターンおよび年率リスクは、月次データを用いて算出 日本株式：TOPIX（配当込み）、日本債券：
NOMURA-BPI総合、世界株式：MSCIワールド・インデックス（円ベース、配当込み）、世界債券：FTSE世界国債インデックス（円ベース） *1 投資効率
（リターン/リスク）とは、年率リスク（標準偏差）1単位当たりの年率リターンを測るもので、数値が高いほど取ったリスクに対して得られたリターンが高いこと（効率
よく収益が得られたこと）を意味します。 *2 相関とは、各資産・銘柄などの値動きの連動性を表す指標です。1から-1までの数値で表され、1に近い場合には、一
方の上昇率（下落率）が大きくなると、他方の上昇率（下落率）も大きくなる傾向が強く、-1に近い場合その逆の傾向となります。 *3 最大累積下落率とは、
当該期間における最高値からの最大下落率を示します。月次データを用いて算出しています。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。

本ファンドと同戦略のコンポジット*は、株式や債券などの主要資産と比較し、①低い相関 ②高い投資効率となって

います。近年、経済のみならず「人」、「物」、「情報」、「技術」などのグローバル化の進展などから、金融資産間の相

関が高まり、複数の資産に投資しても分散効果を得られにくくなっています。この状況下で、コンポジットは、足元の投

資家の資産構成の多くを占める世界株式などとマイナスの相関となっており、投資家の皆様のポートフォリオ特性の改

善を図る一助を担えると考えます。

例えば、新型コロナウイルスの感染拡大によって金融市場が大きく変動した2020年を振り返ってみると、コンポジット

は、市場環境にとらわれず、安定的なパフォーマンスを獲得したことが確認されます。

（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。

年
率
リ
タ
ー
ン

（
高
）

（
低
）

（高）（低） 年率リスク

投資効率*1
（リターン/リスク）

コンポジット
運用実績

0.74

世界株式 0.91

日本株式 0.62

世界債券 0.44

日本債券 0.10

年率
リターン

年率
リスク

5.0% 6.8%

15.2% 16.7%

9.1% 14.6%

2.0% 4.6%

0.2% 1.8%

本戦略との
相関*2

-

-0.09

-0.17

-0.12

0.35

世界株式

日本株式

世界債券

日本債券

コンポジット
運用実績

2020年の
騰落率

最大累積
下落率*3

コンポジット
運用実績

17.2% -3.4%

世界株式 10.7% -21.5%

日本株式 7.4% -17.5%

世界債券 4.6% -2.0%

日本債券 -0.8% -2.2%

世界株式
日本株式

世界債券

日本債券

コンポジット
運用実績新型コロナウイルスの

感染拡大

期間：2016年2月末～2022年1月末
出所：GSAM、ブルームバーグ

期間：2019年12月末～2020年12月末 出所：GSAM、ブルームバーグ

コンポジット運用実績と他資産の過去実績のご紹介

2020年のコンポジット運用実績と各資産の推移
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期間：2016年2月末～2022年1月末 出所：GSAM、ブルームバーグ
上記は本ファンドと同戦略のコンポジットの過去の運用実績をご参考までに紹介するものであり、本ファンドの運用実績ではありません。また、本ファンドの将来の運用
成果を示唆あるいは保証するものでもありません。*コンポジットとは、類似の投資戦略ないし投資方針に基づいて運用される1つ以上のポートフォリオの運用実績を、
一定の基準に従って総合的に評価したものであり、投資戦略ごとの運用実績を提示するための基本的な手段です。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。上記はコンポジットのデータであり、ファンドの実績ではありません。また、手数料等の費用や流動性等の市場要因は考慮されてお
りませんのでご留意ください。年率リターンおよび年率リスクは、月次データを用いて算出 伝統的なポートフォリオは世界株式60%／世界債券40%として作成 世
界株式：MSCIワールド・インデックス（円ベース、配当込み）、世界債券：FTSE世界国債インデックス（円ベース） * 投資効率（リターン/リスク）とは、年率
リスク（標準偏差）1単位当たりの年率リターンを測るもので、数値が高いほど取ったリスクに対して得られたリターンが高いこと（効率よく収益が得られたこと）を意
味します。 * 最大累積下落率とは、当該期間における最高値からの最大下落率を示します。月次データを用いて算出しています。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。

-12.8%

-11.3%
-9.9%

-8.5%

-7.0%
-5.9%

-5.3%
-5.9%

-6.7%
-7.5%

-8.3%

6

ご参考 伝統的なポートフォリオとコンポジットの組み合わせ

0.89 
0.96 

1.03 
1.10 

1.18 
1.24 1.26 1.21 

1.09 

0.92 

0.74 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

株式や債券は投資家に保有されてきた伝統的な資産であり、世界株式60%／世界債券40%のポートフォリオは

資産運用の基本となる、伝統的なポートフォリオとして広く知られています。しかし、金融先進国である米国では、本

戦略のような株式や債券とは異なった値動き特性を有する「オルタナティブ」を投資対象として加え、ポートフォリオの

投資効率をさらに向上させ、下落を限定的にする動きが広がっています。

実際、前述の通り世界株式や世界債券とやや負の相関関係を有するコンポジットを伝統的ポートフォリオと組み合

わせると、投資効率の向上と最大累積下落率の抑制効果がみられました。長期的な資産形成において、本戦略を

活用することでポートフォリオをより盤石にすることが可能だと考えます。

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。

年率リターン 10.0% 9.6% 9.2% 8.7% 8.3% 7.8% 7.3% 6.7% 6.2% 5.6% 5.0%

年率リスク 11.2% 10.1% 9.0% 7.9% 7.0% 6.3% 5.7% 5.5% 5.7% 6.1% 6.8%

コンポジットを
全体の・・・

伝統的なポート
フォリオを
全体の・・・

0%
保有

10%
保有

20%
保有

30%
保有

40%
保有

50%
保有

60%
保有

70%
保有

80%
保有

90%
保有

100%
保有

100%
保有

90%
保有

80%
保有

70%
保有

60%
保有

50%
保有

40%
保有

30%
保有

20%
保有

10%
保有

0%
保有

投資
効率

最大
累積
下落率

コンポジットを組み合わせることで投資効率向上と
最大累積下落率の抑制効果が期待される

伝統的なポートフォリオ（世界株式60%／世界債券40%）とコンポジットを組み合わせた場合の
投資効率（リスク当たりリターン）、最大累積下落率の改善例
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運用担当者に聞く！日本株式市場の見通しと本ファンドに関するアレコレ①

今後の日本株式市場については、世界的に金利上昇が意識されるなかで、バリュエーションの拡大を支えとする株価

上昇は期待しにくく、業績拡大が株価を支える業績相場の展開になるとみています。そのなかで、昨年よりも平坦な推

移を想定するものの、日本株式市場全体としては若干のアップサイドを見込んでいます。

米国の利上げ動向などへの注視は必要なものの、設備投資サイクルは回復することが見込まれ、経済成長自体は減

速するものの企業の利益成長は継続すると考えています。

2022年の日本株式市場についてどのようにお考えですか？

2022年の日本株式市場については、昨年よりも平坦な推移を想定する

ものの、若干のアップサイドを見込んでいます。

足元バリュー株優位の状況となっていますが、今後もこの状況が継続す
るのでしょうか？

転換点がいつになるか明確な時期は分かりかねますが、年間でみると、

グロース株がやや優位になるとみています。

インフレ、金利上昇などが逆風となり、業績格差がさらに拡大することが見込まれるなか、今まで以上に企業の競争力

に市場の注目が集まるとみており、中長期的にはグロース株優位に回帰すると考えています。

過去のバリュー株優位からグロース株優位に転換した例を振り返ってみると、米利上げが警戒されるなかで実際に利

上げが実施されたことが転換点となったケースや、決算発表でグロース銘柄が強い内容となったことを受けたケースなど

が挙げられます。グロース株の割安感が強まるなかで、今回のバリュー相場もこの2つが転換点となる可能性があるとみ

ています。

上記は経済や市場等の予測であり、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。追記をご覧下さい。
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運用担当者に聞く！日本株式市場の見通しと本ファンドに関するアレコレ②

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。
ポートフォリオにおける投資比率や配分割合等は記載基準日時点のものであり、将来のポートフォリオの内容を示唆するものではありません。使用している写真・イラスト
はイメージです。

マザーファンドは、前述の通り、相対的に良好なパフォーマンスを獲得しており、

この背景には、アナリストの高い目利き力があると考えています。確かに普通

の銘柄に感じるかもしれませんが、よくみる普通の銘柄でも組入れていない銘

柄が沢山あります。

マザーファンドの組入銘柄は、普通の銘柄とは一味違う、競争力のキーとなる

差別化要因があるような銘柄であり、だからこそ市場環境に関わらず良好な

パフォーマンスを実現し続けられたと考えています。

また、マザーファンドでは、再成長期の出来るだけ初期で投資することを意識

しています。同じ銘柄に投資するとしても、どのタイミングで投資するかでリター

ンは異なります。再成長期に差し掛かる企業は、早い段階での投資が実現

できれば、より高いリターンの獲得が期待できます。

さらに、バリュエーションにも留意しています。そのなかで有望な銘柄の組入比

率は6%超とするなど、高い期待リターンが見込める銘柄には大胆に投資し

ていることもポイントです。

マザーファンドは、一見、よくみる普通の銘柄に投資しているように

感じますが、なぜ高いリターンが実現できているのでしょうか？

確かにそのように感じるかもしれませんが、アナリストの目利き力で真に競争力の

ある銘柄への厳選投資を実現できていることが、要因と考えています。

投資タイミング

バリュエーション

アナリストの目利き力

競争力のある銘柄の発掘

割高な銘柄への投資比率は適宜調整

再成長期のより初期での投資を意識

足元の銘柄選定における注目点

 2022年も、+αのパフォーマンスが期待される企業は

継続してアウトパフォームするとみており、そのような銘

柄をしっかり選別することが重要と考えています。特に、

安定的な成長が期待される競争優位性（価格転

嫁能力、長けたコスト管理能力）を有する銘柄が

評価されるとみており、本ファンドではそのような銘柄に

注目しています。

 また、足元のグロース株の調整によって、バリュエー

ションの観点で買えなかった魅力的な銘柄を仕込む

チャンスが到来していると考えており、投資機会を積

極的に探っています。

今後の運用方針

コストアップ

への対応力による

業績のばらつきが

見込まれる

全ての保有銘柄

に対して適正価格を

定め、それに対する

アップサイドを考慮

米金融政策の

転換を背景に、

バリュエーションに

より注視

エネルギーコストや

原材料費増加が

企業業績への影響に

より注視

パフォーマンスの3つの秘訣
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銘柄選択に着目したマーケット・ニュートラル運用

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ください。

ファンドのポイント

本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。委託会社は、本ファンドおよび日本長期成長株集中投資マザーファンド
（以下「マザーファンド」といいます。）の運用をゴールドマン・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（投資顧問会社。以下、「GSAMシンガポール」といいます。）に委託します。GSAMシンガポールは運用の権限の委託を
受けて、日本株式等の売買執行等を行います。文脈上「本ファンド」にマザーファンドを含むことがあります。

１．長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資します。

２．個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行います。

３．確信度の高い25～40銘柄程度＊に厳選してポートフォリオを構築します。

＊ただし、市場環境やその他の要因により今後変更する可能性があります。

４．TOPIX先物取引の売建て（ショート）を行うことにより、日本株式市場全体からの影響を抑えつつ、銘柄選択に
よる収益の獲得をめざします。

ただし、委託会社の判断によりTOPIX先物取引以外の指数先物取引を行う場合もあります。

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。

 本ファンドにおいて、マーケット・ニュートラルとは、マザーファンドを通じて日本株式に投資するとともに、TOPIX先物取引
の売建て（ショート）を組み合わせることにより、株式市場の変動リスクを低減しつつ、銘柄選択要因による収益の確保を
めざす運用手法をいいます。

 マーケット・ニュートラルにおいては、

• 銘柄選択要因がプラスの場合には収益が期待できますが、マイナスの場合には損失となります。

• 株式市場要因がプラスでもマイナスでも、本ファンドではその影響を低減することをめざします。

上記は本ファンドの運用への理解を深めていただくためのイメージ図であり、すべてのケースを網羅す
るものではなく、本ファンドまたは株式市場の将来の収益を示唆あるいは保証するものではありません。
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。
リスクの詳細については「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。
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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。

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ください。

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。

*1 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
*2 2021年3月16日以降、販売会社によっては、本ファンド、年2回決算コースおよび毎月決算コースとの間でのスイッチングが可能です。
なお、年2回決算コースまたは毎月決算コースへのスイッチングをお申込みの際には、「年2回決算コース」または「毎月決算コース」の「投
資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。くわしくは販売会社までお問い合わせください。

収益分配金に関わる留意点

ファンドの仕組み
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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、日本の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。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。

集中投資リスク

本ファンドは、少数の銘柄に集中して投資を行いますので、多くの銘柄に分散投資を行った場合と比較し

て、価格変動が大きいと考えられます。本ファンドの基準価額は、日本の株式市場全体の動きにかかわ

らずより大きく変動する可能性や、市場全体の動きとは異なる動きをする可能性があります。また、解約

資金手当て等のために、本ファンドが投資する特定の銘柄を大量に売却しなければならなくなった場合

に、市場動向や取引量の状況によっては、不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があり、本ファン

ドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。また、換金に対応するための十分な資金を準備

できないことにより換金のお申込みを制限することがあります。

マーケット・ニュートラル戦略によるリスク

本ファンドは、マザーファンドを通じて日本の株式に投資するとともに、ＴＯＰＩＸ先物取引の売建て（ショー

ト）を行い、日本株式市場全体からの影響を抑制することをめざしますが、完全にその影響がなくなるわ

けではありません。ＴＯＰＩＸが上昇した場合には、その値上がりを享受できないことや、場合によっては売

建ての特性上、損失額が想定以上になることもあります。保有する日本株式の価格上昇の寄与がＴＯＰＩ

Ｘ先物の価格上昇の寄与より小さい場合、または、日本株式の価格下落の影響がＴＯＰＩＸ先物の価格下

落の影響より大きい場合等には、基準価額が下落する可能性があります。また保有する日本株式の価

格が下落し、ＴＯＰＩＸ先物の価格が上昇する場合、基準価額の下落幅が拡大することがあります。

本ファンドにおけるTOPIX先物取引の売建て（ショート）は、マーケット・ニュートラルのために必要な金額

に対して上方または下方に乖離する場合があるため、株式市場要因による影響を完全に排除することを

保証するものではありません。

主な変動要因

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。

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ください。

投資リスク
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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ください。

お申込みメモ

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から信託財産留保額を差引いた額とします。
※信託財産留保額については、下記をご覧ください。

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。

申込締切時間 毎営業日の原則として午後3時までとします。

信 託 期 間
2031年6月13日まで（設定日：2021年1月22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 純資産総額が100億円を下回ることとなった場合には繰上償還となる場合があります。

決 算 日 年2回（毎年6月15日および12月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）

収 益 分 配
年2回（6月および12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 1,000億円を上限とします。

ス イ ッ チ ン グ

販売会社によっては、本ファンド、年2回決算コースおよび毎月決算コースとの間でのスイッチングが可能です。
なお、年2回決算コースまたは毎月決算コースへのスイッチングをお申込みの際には、「年2回決算コース」または
「毎月決算コース」の「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。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。

ファンドの費用

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、4.4％（税抜4％）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 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.1％

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1.683％（税抜1.53％）
※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。

※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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販売会社一覧

●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。

●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（GSAMシンガポール）
（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。

●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

委託会社その他関係法人の概要について

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

株式会社ＳＢＩ証券
金融商品
取引業者

関東財務局長（金商）
第44号

○ ○ ○

株式会社新生銀行
(委託金融商品取引業者　マネックス証券株式会社)

登録金融
機関

関東財務局長（登金）
第10号

○ ○

マネックス証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長 (金商)
第165号

○ ○ ○ ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品
取引業者

関東財務局長 (金商)
第2336号

○ ○ ○ ○

金融商品取引業者名
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追記

■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「弊社」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、弊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、弊社がその正確性・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。

■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。

■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。

■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、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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