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2022 年 8 月 9 日 
 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 
第 20 回 マーサーMPA（Japan）アワード 2022 受賞 

 
 

この度、マーサージャパン株式会社が選定する「第 20 回 マーサーMPA（Japan）アワード 2022」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「GSAM 日本長期成長株集中投資戦略」が、アワードを

受賞いた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。 
 
 

運用戦略名称 部門 

GSAM 日本長期成長株集中投資戦略 国内株式大型部門（5 年） 

 

※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。 
 
 
 

＊＊＊＊＊ 
 

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、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・グループにおいて資産運用業を営むゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、ゴール

ドマン・サックスの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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マーサーMPA アワードについて 
マーサーMPA アワードは、マーサージャパンが日本における企業年金、あるいは機関投資家向けのコンサルテ

ィング・サービスを提供するために、収集･管理している円ベースの運用リターンの中から、優れた結果を達成し

た運用プロダクトを讃えるものです。賞の名前は、マーサーで運用リターンを分析するソフトウェアの名前

（MPA=Manager Performance Analytics）に由来します。詳細はマーサージャパンのウェブサイトをご覧ください。

http://www.mercer.co.jp/ 
 
マーサーMPA アワードの評価方法と表彰対象について 
企業年金運用における主要なカテゴリー毎に 5 年あるいは 3 年で、トータル・リターンと代表的なインデックスに

対するインフォメーション・レシオをそれぞれ基準化した数字を合計し、カテゴリー内の上位 10％（ただし、最大

8 プロダクトまで）あるいは上位 3 位のファンドの多い方を選定します（なお、国内株中小型、国内債券と外国債

券はトータル・リターンのみ）。表彰対象とする運用プロダクトは、マーサーが管理する運用パフォーマンス・ユニ

バースに選定基準日時点で登録されているプロダクトのうち、日本国内に拠点を持つ会社が提供する運用プロ

ダクトとし、その中で、マーサーが予め定めた基準（受賞意思の表明、カテゴリーの特性、最低資産額、実際の

運用でのリターン、国内拠点の存在）に合致したプロダクトとしています。それゆえ、マーサーの運用パフォーマ

ンス・ユニバース中には、受賞プロダクトよりも優れた運用パフォーマンスを挙げながらも受賞基準を満たさない

ことから受賞していない運用プロダクトがある場合があります。 
 

※マーサーMPA アワードは過去の定量結果だけによる表彰であり、マーサーがマーサーの顧客に運用商品を

推薦する場合に利用する定性評価とは無関係です。運用商品のリターン・データは運用報酬控除前であり、顧

客が利用する際には運用報酬の違いを考慮する必要がありますので、表彰対象と同じ期間に表彰された運用

商品を使っていても、表彰と同一の結果を得られるわけではありません。また、表彰に利用した評価基準が適切

な方法であると保証するものではなく、表彰のために使ったデータや計算が正しいものであると保証するもので

もありません。マーサーはこのアワードを受けた運用会社について何の保証をするものでも責任を持つわけで

はありません。過去の実績は将来のリターンを保証するものではありません。 
 
  

http://www.mercer.co.jp/
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【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。 
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【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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