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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 

2021 年 6 月 14 日 
 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 
「R&I ファンド大賞 2021」受賞のお知らせ 

【確定給付年金（DB）部門】 
 

この度、株式会社格付投資情報センター（R&I）が選定する「R&I ファンド大賞 2021」において、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以下の運用戦略が受賞しましたのでお知らせいたします。ゴールドマ

ン・サックス・アセット・マネジメントは今回の受賞を励みに、お客さまの資産形成にお役に立てるよう、より一層

努力を続けてまいりますので、引き続きご愛顧の程、よろしくお願いいたします。 
 
 

部 門 運用戦略名称 

国内株式コア 日本長期成長株集中投資戦略 
オルタナティブ 
（株式マーケットニュートラル） 

日本株集中投資・絶対収益追求ファンド 
（適格機関投資家専用） 

 
 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、1996 年の設立以降、国内外の株式や債券、為替さら

には不動産、ヘッジファンドなどの代替投資を含め世界の幅広い資産クラスにおいて、様々な運用サービスを提

供しております。ゴールドマン・サックス・グループの投資運用部門として、世界中で展開するゴールドマン・サッ

クス・アセット・マネジメントは、長年にわたる豊富な実績に裏付けられたノウハウ、グローバルなネットワーク、最

新の投資技術と世界的な調査能力を駆使し、世界の個人投資家や機関投資家、政府系機関などのお客様に資

産運用サービスを提供しています。 
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「R&I ファンド大賞」は、R&I が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性

につき R&I が保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将

来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内

閣府令第 299 条第 1 項第 28 号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業

務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当

大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R&I に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。 
 
 
【「R&I ファンド大賞 2021」の概要】 
「確定給付年金部門（オルタナティブ以外）」では、2021 年 3 月末における 3 年間の定量評価（主にインフォメーショ

ン・レシオ）によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門（オルタナティブ）」では 2021 年 3 月末時点におけ

る 3 年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位 50％に入っているファンドを対象に、2021 年 3 月末における 3
年間の定量評価（シャープ・レシオ）によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&I ユニバースデータサ

ービス』に登録されている運用商品としており、基本的に R&I による分類をベースとしている。 
 
※インフォメーション・レシオ 
ベンチマークに対するファンドの超過収益率（アクティブリターン）を超過収益率の標準偏差（アクティブリスク）で割っ

た値。ベンチマークと比較して取ったリスク 1 単位当たりの超過収益率を示す。 

※シャープ・レシオ 
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差（リスク）で割った値。リスク 1 単位当たりの超

過収益率を示す。 

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。 

*** 
【リスクについて】 
株式 
株価変動リスク： 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変

化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。 
株式発行者の信用リスク： 市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の

変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります（流動性リスク）。この結果、投資元本を割り込むこ

とがあります。 
また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 
債券 
価格変動リスク： 債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、

債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その

全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込む

ことがあります。 
債券発行者の信用リスク： 市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の

変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります（流動性リスク）。この結果、投資元本を割り込むこ

とがあります。 
また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 
デリバティブ取引等 
信用取引やデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引等」という）にはしばしば高いリスクが伴い、有価証券や指数

等の原資産の比較的小さな値動きが、デリバティブ取引等では非常に大きな値動きとなることがあります。また委託し

た証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、これにより生じた損失の額が証拠金

の額を上回る（元本超過損が生じる）ことがあります。当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比

率は、取引ごとに異なり、あらかじめ見積もることが困難であるため、その比率については表示することができません。 
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【手数料等について】 
投資顧問報酬は契約資産の時価総額に応じて次に定める年率を乗じて得た金額とします。 
 
（Ｉ）契約資産額を基準とする固定報酬 （消費税率 10%の場合） 
以下は、契約資産額等一定の基準を満たした場合の弊社の標準的な報酬体系です。ただし、投資制限や運用手法

等に応じて個別に協議を行います。 
 
（１）ジャッジメンタル・アクティブ株式運用 

（国内株式） 
50 億円までの部分 
50 億円超 100 億円までの部分 
100 億円超 200 億円までの部分 
200 億円超の部分 

年率 0.880％（税込） 
年率 0.825％（税込） 
年率 0.770％（税込） 
年率 0.715％（税込） 

（グローバル株式） 
50 億円までの部分 
50 億円超 100 億円までの部分 
100 億円超 200 億円までの部分 
200 億円超の部分 

年率 0.880％（税込） 
年率 0.715％（税込） 
年率 0.660％（税込） 
年率 0.605％（税込） 

（２）計量アクティブ株式運用（国内・外国）  

（国内株式） 
50 億円までの部分 
50 億円超 200 億円までの部分 
200 億円超の部分 

年率 0.550％（税込） 
年率 0.495％（税込） 
年率 0.440％（税込） 

（外国株式） 
50 億円までの部分 
50 億円超 200 億円までの部分 
200 億円超の部分 

年率 0.770％（税込） 
年率 0.715％（税込） 
年率 0.605％（税込） 

（３）GIVI 運用（国内・外国） 
   

（国内株式） 
100 億円までの部分 
100 億円超 250 億円までの部分 
250 億円超の部分 

年率 0.220％（税込） 
年率 0.165％（税込） 
年率 0.099％（税込） 

（外国株式） 
100 億円までの部分 
100 億円超 250 億円までの部分 
250 億円超の部分 

年率 0.275％（税込） 
年率 0.220％（税込） 
年率 0.110％（税込） 

（４）グローバル債券運用 
   

50 億円までの部分 
50 億円超 100 億円までの部分 
100 億円超 200 億円までの部分 
200 億円超 300 億円までの部分 
300 億円超の部分 

年率 0.550％（税込） 
年率 0.495％（税込） 
年率 0.385％(税込) 
年率 0.330％(税込) 
別途協議 

  

 
 
（Ⅱ）成功報酬等（消費税率 10%の場合） 
契約資産額等一定の基準を満たした場合において、お客様との協議のうえ、別途基本報酬（平均月末時価総額等に

基づくものとします。）と実績報酬（時間加重収益率がベンチマーク収益率を上回った率である超過収益率に対し支払

われるものとします。）からなる報酬額を取り決めることができます。以下は株式における報酬率の一例です。 
基本報酬料率：年率 0.418％(税込) 
実績報酬率（参加率）：22％(税込) 
  
（Ⅲ）その他、契約資産の構成および運用方法等により、お客様と協議のうえ別途報酬額を取り決めることがあります。 
その他の費用等 
有価証券またはデリバティブ取引に関する権利に対する投資に関しては、その対価、証拠金・保証金等のほか、売買

委託手数料、外貨資産の保管手数料その他の諸費用および税金がかかり、これらはお客様のご負担となります。こ

れらの諸費用についてはあらかじめ見積もることが困難であるため、その総額については表示することができません。 
 
 
 
 
 
【当資料に関する留意事項】 
 本資料は、投資一任契約の締結に基づく運用を検討しているお客様に対し、ゴールドマン・サックス・アセット・マ
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ネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）または弊社グループの運用戦略もしくは商品についてご紹介する

ために作成したものです。 
 投資一任契約のお申込みに当たっては、契約締結前交付書面をお渡ししますので、必ず内容をよくお読み下さ

い。 
 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。 
 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。 
 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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