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GSグロース・マーケッツ・ファンド株式
Aコース（米ドル売り円買い）／Bコース（為替ヘッジなし）
追加型投信／海外／株式

GSグロース・マーケッツ・ファンド債券
Aコース（米ドル売り円買い）／Bコース（為替ヘッジなし）
追加型投信／海外／債券

●本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

●ファンドに関する「投資信託説明書（請求目論見書）」を含む詳細な情報は委託会社
のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。また、本書には約款の主
な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。

●ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記の照会先までお問い
合わせください。

[受託会社]
ファンドの財産の保管および管理を行う者

三菱UFJ信託銀行株式会社

[委託会社]ファンドの運用の指図を行う者

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第325号

■照会先
ホームページ
アドレス www.gsam.co.jp
電話番号 03-6437-6000 （受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

（注1）「The Growth Power」とは、世界経済を牽引する国の成長の力を総称したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメ
ントの新しいコンセプトです。

（注2）「グロース・マーケッツ」および「The Growth Power」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の登録
商標です。
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商品分類 属性区分
単位型・
追加型

投資対象
地域

投資対象資産
（収益の源泉）

投資対象
資産

決算
頻度

投資対象
地域

投資
形態 為替ヘッジ

GSグロース・マーケッツ・
ファンド株式
Aコース（米ドル売り円買い）／
Bコース（為替ヘッジなし）

追加型 海外 株式
その他資産

（投資信託証券
（株式））

年2回 エマージング
ファンド・

オブ・
ファンズ

なし（注）

GSグロース・マーケッツ・
ファンド債券
Aコース（米ドル売り円買い）／
Bコース（為替ヘッジなし）

追加型 海外 債券
その他資産

（投資信託証券
（債券））

年4回 エマージング
ファンド・

オブ・
ファンズ

なし（注）

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、一般社団法
人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

（注）GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース（米ドル売り円買い）およびGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース（米ドル売り円買
い）では、米ドル売り円買いの為替予約取引を行うことにより、米ドルと投資対象国通貨間の為替変動リスクが生じます。そのため「為替
ヘッジなし」と分類しています。

●この目論見書により行うGSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース（米ドル売り円買い）、GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Bコース
（為替ヘッジなし）、GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース（米ドル売り円買い）およびGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Bコース
（為替ヘッジなし）（以下全ファンドを総称して「本ファンド」といいます。）の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年
法律第25号）第5条の規定により、有価証券届出書を平成25年7月12日に関東財務局長に提出しており、平成25年7月13日にその届出の
効力が生じております。

●本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法に基づき、本ファンドでは商品内容の重大な
変更を行う場合に、事前に投資家（受益者）の意向を確認する手続き等を行います。

●本ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
●請求目論見書は投資家の請求により販売会社から交付されます（請求を行った場合には、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。）。
●本書においてGSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース（米ドル売り円買い）およびGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース（米ド

ル売り円買い）を総称して「Aコース」、GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Bコース（為替ヘッジなし）およびGSグロース・マーケッツ・ファン
ド債券 Bコース（為替ヘッジなし）を総称して「Bコース」ということがあります。また、GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース（米ドル売
り円買い）およびGSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Bコース（為替ヘッジなし）を総称して「GM株式ファンド」、GSグロース・マーケッツ・
ファンド債券 Aコース（米ドル売り円買い）およびGSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Bコース（為替ヘッジなし）を総称して「GM債券ファン
ド」ということがあります。

●ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

委託会社の情報

委 託 会 社 名：ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメント株式会社
設 立 年 月 日：1996年2月6日 運用する証券投資信託財産の合計純資産総額：1兆5,036億円（2013年5月末現在）

資 本 金：4億9,000万円（2013年7月12日現在） グループ資産残高（グローバル）：7,424億米ドル（2012年12月末現在）
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色

「GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース（米ドル売り円買い）」
「GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Bコース（為替ヘッジなし）」
主に新興国の中で成長が期待される国々の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成
長を目指して運用を行います。

「GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース（米ドル売り円買い）」
「GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Bコース（為替ヘッジなし）」
主に新興国の中で成長が期待される国々の現地通貨建て債券に投資することにより、信託財産
の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

ファンドの目的

ファンドの特色
ファンドのポイント

1. 「GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース／Bコース」は、主に新
興国の中で成長が期待される国 （々以下「グロース・マーケッツ＊1」とい
います。）の企業またはグロース・マーケッツ関連企業＊2の発行する株式

（預託証書を含みます。）に投資を行います。
＊1 「グロース・マーケッツ」の定義については後記をご覧ください。「グロース・マーケッツ」は、ブラジル、ロシア、インド、中国、メキシ

コ、インドネシア、韓国、トルコの8ヵ国から構成されています（2013年7月現在）。
＊2 グロース・マーケッツ関連企業とは、グロース・マーケッツ以外の国に法人登記しているものの、グロース・マーケッツにおいて大

部分の企業活動を行っており、運用担当者が実質的にグロース・マーケッツ企業とみなすものをいいます。

2. 「GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース／Bコース」は、主にグ
ロース・マーケッツの現地通貨建て債券に投資を行います。

3. Aコースは米ドル売り円買いの為替予約取引＊3を行うことで、米ドルに対
するグロース・マーケッツ現地通貨＊4の上昇機会を追求＊5します。Bコース
は為替ヘッジを行いません。

＊3 為替予約取引には、米ドルと円の短期金利差に相当するコスト（プレミアムになる場合もあります。）がかかります。
＊4 中国株では主に香港ドル建て株式に投資を行います（2013年7月現在）。また預託証書を通じて投資する場合は、米ドルやユー

ロ建てになります。
＊5 米ドルが円に対して上昇した場合には、AコースのパフォーマンスはBコースに劣後することが予想されます。

※ GM株式ファンドの「Aコース」「Bコース」間、GM債券ファンドの「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。ただし、「GM株式ファ
ンド」と「GM債券ファンド」間でのスイッチングはできません。

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。

※本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。（ファンド・オブ・ファンズ方式については、後記「ファンドの仕組み」をご覧ください。）
委託会社は、「GM債券ファンド」の運用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルおよびゴールドマン・サックス（シンガ
ポール）ピーティーイー（投資顧問会社。以下、それぞれ「GSAMロンドン」および「GSAMシンガポール」といいます。）に委託します。GSAMロンド
ンおよびGSAMシンガポールは運用の権限の委託を受けて、投資信託証券および為替の運用を行います。

※委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「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（以下同じ）。
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色
グロース・マーケッツとは

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、略語“BRICs”が誕生して10周年にあたる2011年、世界経済
の枠組みを再定義し、BRICsの4ヵ国と、N-11*（ネクスト11）の中から選定した4ヵ国を加えた8ヵ国を「グロー
ス・マーケッツ」として「新興国」と区別することとしました。
＊N-11とは、ゴールドマン・サックス・グループが2005年に提唱した、BRICsに続く世界経済の牽引役として期待される11ヵ国（メキシコ、

インドネシア、韓国、トルコ、バングラデシュ、エジプト、イラン、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、ベトナム）のことをいいます。

選定基準

構 成 国

◦先進国以外で世界のGDPの1% （2013年1月現在　約7,400億米ドル）以上の経済規模を
有する国

◦グロース・マーケッツ構成8ヵ国（2013年7月現在）

※グロース・マーケッツ構成国は、将来追加、変更される場合があります。

グロース・マーケッツは、新しい世界経済の枠組みとして、今後10年間の世界経済を牽引していくことが期待されます。

※上記の市況や見通し等は、一時点における当社グループの見解であり、将来の動向や結果を示唆または保証するものではありません。また、将来
予告なしに変更する場合もあります。

グロース・マーケッツの株式や債券への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が大きく、投
資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「投資リスク」をご覧ください。

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

主な特徴

◦世界経済を牽引すると期待される国。
◦成長に有利な人口構成を有し、生産性向上の可能性が高く、世界平均よりも速いペースで

の成長が見込める。
◦十分な規模、流動性のある市場を有し、投資家や企業が経済活動を行うのに必要な環境が

整っている。
※上記はグロース・マーケッツについての主な特徴をまとめたものであり、必ずしもすべての場合に当てはまるとは限り

ません。

従
来

新
定
義

新興国

新興国

バングラデシュ、エジプト、イラ
ン、ナイジェリア、パキスタン、
フィリピン、ベトナムなど

グロース・マーケッツ

BRICs（ブラジル、ロシア、インド、
中国）、メキシコ、インドネシア、
韓国、トルコ

先進国

先進国

G7（米国、日本、ドイツ、英国、フ
ランス、イタリア、カナダ）など

2011年〜 新しい世界の枠組み

BRICsの4ヵ国
ブラジル 中国

N-11（ネクスト11）の中の4ヵ国
メキシコ 韓国 トルコ

ロシア インド

インドネシア
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色
グロース・マーケッツの経済成長

GSグローバルECS調査部では、グロース・マーケッツの経済規模は2050年には先進国を大幅に上回る可能
性を予測しています。グロース・マーケッツの経済成長は、中長期的に収益機会をもたらすと考えます。

先進国

2050年GDP予測2010年GDP 2050年GDP予測2010年GDP

グロース ･マーケッツ

（単位：兆米ドル）

65
14

116
32

（ご参考）2010年〜2050年のGDP長期成長予測

＊潜在成長率とは、インフレなど経済を過熱させることのない範囲内で達成可能な経済成長率の上限で、短期的な景気循環は直接反映されず、中
長期的に持続可能な経済成長率を示します。現実の成長率は需要動向など様々な要因により変動しますが、中長期的には潜在成長率と同様の動
きになると言われています。

※上記は、GDP成長率の構成を例示をもって理解していただくための概念図です。また、景気の後退や政治不安、その他の要因により、上記の通り
になるとは限らず、GDP成長率が悪化する場合もあります。

GDP成長率（潜在成長率＊）は、労働力・生産性・資本の供給サイドの３要素の変化率により構成されます。

資本の
増加

経済成長

生産性の
向上

労働力の
増加

2011年12月現在（予測） 出所：GSグローバルECS調査部

※本ファンドの信託終了予定日は2022年4月18日ですので、上記はご参考として示しております。
※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、将来の動向を示唆また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、高い不確実性を伴うものであり、大きく変動する可能性があります。GSグローバルECS調査部は、
予測値の達成を保証するものではありません。

「労働力」
労働力人口と労働時間の積　

「資本」
生産活動に必要な工場や機械設備など

「生産性」
技術革新や技術の活用法の進歩、労働や
資本の質向上など

グロース・マーケッツの株式や債券への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が大きく、投
資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「投資リスク」をご覧ください。



5

ファンドの
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投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色

グロース・マーケッツ株式の値動き
グロース・マーケッツ株式は、長期的に、先進国やエマージング* 市場全般を大きく上回るリターンをあげてきました。
グロース・マーケッツ株式の推移（試算）（円換算ベース）

期間：2000年12月末〜2013年4月末
出所：MSCI Inc.
グロース・マーケッツ株式：MSCI各国インデックス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（各国均等配分）、エマージング
株式：MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス、先進国株式：MSCIワールド・インデックス
＊ここでいう「エマージング」とは、グロース・マーケッツと新興国を含みます。

※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。上記はインデックスのデータであり、本ファンドの実績ではあ
りません。信託報酬等の諸費用や、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。

グロース・マーケッツの株式や債券への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が大きく、投
資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「投資リスク」をご覧ください。

グロース・マーケッツが牽引する2010年代の世界経済
2010年代は、世界の経済成長の実に60%近くがグロース・マーケッツの寄与* と予想されており、投資家に重要な投
資機会を提供すると考えられます。
2010〜19年世界経済成長　寄与度予想ランキング

2010年現在（予測値）
出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
＊「世界の経済成長の実に60％近くがグロース・マーケッツの寄与」とは、当該期間における世界のGDP拡大予想幅（金額ベース）において、グロース・

マーケッツ構成各国のGDP拡大予想幅の占める割合が、60％近くになることを意味しています。

※上記は一時点における予測値であり、将来の動向を示唆また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、高い不確実性を伴う
ものであり、大きく変動する可能性があります。当社グループは、予測値の達成を保証するものではありません。
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ファンドの目的・特色
グロース・マーケッツ債券の利回りと格付け

2013年4月末現在
出所：グロース・マーケッツの利回りは下記インデックスに基づいてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが算出したものです。また、グロー
ス・マーケッツ平均の数値は、以下の各インデックスの8ヵ国単純平均です。

【インド、中国】JPモルガン・エマージング・ローカル・マーケッツ・インデックス・プラス＊、【ブラジル、ロシア、メキシコ、インドネシア、トルコ】JPモルガン・ガバ
メント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ、【韓国】JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス、先進国：シティグループ世界国債インデックス

※GM債券ファンドでは、中国、インドなど投資対象国の規制等により、現地通貨建て債券への直接投資が難しい場合、NDF（ノン・デリバラブル・フォワード）等
を用いた通貨投資を行います。この場合、通常の債券投資で期待されるリターンとは異なります。また、GM債券ファンドは、現地通貨建て債券への投資に加
えて通貨投資を行うため、中国、インド以外についてもNDF等を用いることがあります（以下同じ）。NDFについては後記7ページをご覧ください。

＊JPモルガン・エマージング・ローカル・マーケッツ・インデックス・プラスは、エマージング市場の現地通貨建て短期金融資産を対象としたインデックスです。

※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。上記はインデックスのデータであり、本ファンドの実績ではあ
りません。インデックスの動きは、将来大きく変動することがあります。

2013年4月末現在
出所：スタンダード&プアーズ
※格付けは各国の自国通貨建て長期国債の格付けです。

2％
1％
0％

4％
3％

5％

7％
8％

6％

10％
9％

ブラジル ロシア インド 中国 メキシコ インド
ネシア

韓国 トルコ グロース・
マーケッツ
平均

先進国

8.8%

6.2%

2.0%2.0%

4.8%4.8%
5.9%5.9%

0.1%

6.0%

2.8%

4.5%

1.2%

グロース・マーケッツの株式や債券への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が大きく、投
資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「投資リスク」をご覧ください。

グロース・マーケッツ各国の現地通貨建て債券の利回りは、一般的に、先進国よりも経済成長率が高いことなどか
ら、一部の国を除いて相対的に高い水準にあります（2013年4月末現在）。また、先進国と比べて市場の流動性が
低いことも高い利回りの要因となっています。
グロース・マーケッツ各国の現地通貨建て債券利回り水準 グロース・マーケッツ各国の信用格付け

先
進
国
は
悪
化
傾
向

グロース・マーケッツ債券のリスクとリターン

2005/1 2007/1 2009/1 2011/1 2013/1（年/月）

エマージング債券
（為替ヘッジなし）

グロース・マーケッツ債券
（為替ヘッジなし）（試算） グロース・マーケッツ債券

（米ドル売り円買い）（試算）

先進国債券
（為替ヘッジなし）

80
2005年1月末を100として指数化100

120
140
160
180

240
220
200

2005年1月以降においては、グロース・マーケッツ債券は先進国債券と比較して堅調に推移してきました。
また、同期間において米ドル売り円買いした場合、為替ヘッジを行わなかった場合と比較して、グロース・マーケッツ
債券のリスク＊は低い水準で推移してきました。
グロース・マーケッツ債券の推移（試算）（円換算ベース） リスク・リターン特性

年率
リターン

年率
リスク

グロース・マーケッツ債券
（米ドル売り円買い） 8.7% 10.8%
グロース・マーケッツ債券
（為替ヘッジなし） 9.8% 14.7%

先進国債券
（為替ヘッジなし） 3.5% 7.2%
エマージング債券

（為替ヘッジなし） 9.8% 15.8%
期間：2005年1月末〜2013年4月末
出所：グロース・マーケッツ債券は、下記インデックスを基にゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが試算（各国均等配分）したものです。【ブラ
ジル、ロシア、インド、中国、メキシコ、インドネシア、トルコ】JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ、【韓国】JPモルガ
ン・ガバメント・ボンド・インデックス、先進国債券：シティグループ世界国債インデックス、エマージング債券：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド
＊リスクは、月次騰落率の標準偏差を年率換算して算出しています（取引コストや税金、流動性等の市場要因は考慮していません。）。標準偏差とは、

全体の結果が平均のところにまとまっているか散らばっているかを表す指標で、ファンドのリターンの標準偏差が大きければ大きいほど、日々のリ
ターンは平均から散らばったものとなり、それだけリスクの大きいファンドということになります。

※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。上記はインデックスのデータであり、本ファンドの実績ではあ
りません。信託報酬等の諸費用や、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。

グ
ロ
ー
ス
・
マ
ー
ケ
ッ
ツ
は
改
善
傾
向

2001年12月末 2013年4月末
ブラジル BB+ A−
ロシア B+ BBB+
インド BBB− BBB−
中国 BBB AA−

メキシコ BBB+ A−
インドネシア B− BB+

韓国 A+ AA−
トルコ B− BBB

グロース・マーケッツ平均 BB+ BBB+
日本 AA AA−
米国 AAA AA+

ドイツ AAA AAA
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ファンドの
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投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色

グロース・マーケッツの株式や債券への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が大きく、投
資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「投資リスク」をご覧ください。

為替取引：ノン・デリバラブル・フォワード（NDF）について
一部の新興国の通貨については、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での受渡に制約があるため、
ノン・デリバラブル・フォワード（NDF）という取引手法を用いて為替取引を行う場合があります。NDFは為替予約取引の一種で
すが、実際の現地通貨での受渡しは行われず、米ドル等の主要通貨によって差金決済されます。当該新興国の為替市場におけ
る通貨の値動きとNDFの取引価格の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があります。この結果、ファ
ンドの投資成果が為替市場の値動きや各通貨の短期金利の水準から想定されるものと大きく乖離する場合があります。また、需
給などの投資環境によっては機動的な売買ができない可能性（流動性リスク）があります。NDFは相対取引となるため、取引相
手先の決済不履行リスク(カウンター・パーティー・リスク)が伴います。

GM株式ファンド・ GM債券ファンドの国別配分

ブラジルトルコ

ロシア

インド

韓国
インド
ネシア

中国メキシコ

GM株式ファンド
GM株式ファンドの国別配分については、グロース・マーケッツ構成各国の成長を幅広く享受するため、8ヵ国の均等
割合を中心とした構成比で配分します。１ヵ国当たり構成比率は、市場動向や市場／個別企業の見通し等により均等
割合から乖離することがあります。
GM債券ファンド
GM債券ファンドの国別配分については、グロース・マーケッツ構成各国の成長を幅広く享受するため、8ヵ国の均等
割合を中心とした構成比で配分します。１ヵ国当たり構成比率は、市場見通しや投資方針等により変動します。 

国別構成比率（基本配分）

※GM債券ファンドでは、中国、インドなど投資対象国の規制により、現地通貨建て債券への直接投資が難しい場合、NDF等を用いた通貨投資を行
います。 この場合、通常の債券投資で期待されるリターンとは異なります。また、GM債券ファンドは、現地通貨建て債券への投資に加えて通貨投
資を行うため、中国、インド以外についてもNDF等を用いることがあります。

※グロース・マーケッツ構成国は、将来追加、変更されることがあります。グロース・マーケッツ構成国において、取引の停止やその他やむを得ない事
態が発生した場合等には、当該国に投資しないことがあります。
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色
「Aコース」と「Bコース」の為替変動リスクの違い

ファンドの運用－GM株式ファンド－

※本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。

投資対象
ユニバース

各拠点の
アナリストに
よるリサーチ
実施 

運用チーム内
でのディス
カッション

各拠点の
運用責任者による
銘柄選択

最終
ポートフォリオ
（運用責任者
によるリスク
管理）

グロース・マーケッツの株式や債券への投資は、社会・経済・政治の不安定要素を多く含むため、価格変動・為替変動が大きく、投
資資産が大幅に減少するリスクを伴います。詳しくは後記「投資リスク」をご覧ください。

GM株式ファンドの実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのエマージング市場株式チーム
（ファンダメンタル株式運用グループ）が主として担当します。エマージング市場株式チームは、世界各国に配置さ
れたアナリストがリサーチを実施し、定期的なミーティングを通じて情報の共有化を図るリサーチ体制をとっています。
以下のプロセスに従って、グローバルの調査体制を活用したボトム・アップ・アプローチによる銘柄選択を行います。

「GM株式ファンド」および「GM債券ファンド」の「Aコース」では、米ドル売り円買いの為替予約取引＊1を行うこ
とにより、実質的に米ドルからグロース・マーケッツの株式または債券へ投資した場合と同様の投資効果をねらいま
す。これにより、Aコースでは、米ドルとグロース・マーケッツ通貨間の為替変動リスクを伴います。
＊1為替予約取引において、円の短期金利が米ドルの短期金利より低い場合、その金利差がコスト（損失）となります。逆の場合には、その金利差が

プレミアム（収益）となります。
「Bコース」では、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。そのため、Bコースでは、円とグロー
ス・マーケッツ通貨間の為替変動リスクを伴います。
米ドルに対して円が下落した場合には、AコースのパフォーマンスはBコースに劣後し、円に対して米ドルが下落した
場合には、BコースのパフォーマンスはAコースに劣後することが予想されます。

グローバルの調査体制を活用したボトム・アップ・プロセス

＊2資産の一部について、米ドル建て資産に投資を行います。また、GM株式ファンドにおいて投資する中国株式は、主に香港ドル建てで取引される
株式が中心になります（2013年7月現在）。

※上記は為替変動による損益の仕組みを例示をもって理解していただくための概念図です。

外貨建資産（主にグロース・マーケッツ通貨から構成＊2

されます。）の米ドル換算額相当分程度の米ドル売り円
買いの為替予約取引を行います。

Aコースの為替変動リスク

グロース・マーケッツ通貨が米ドルに対して下落する場合には、
Aコースのパフォーマンスにマイナスの影響を与えます。

グロース・マーケッツ通貨

米ドル

為替変動リスク

日本円

米ドル売り
円買い

グロース・マーケッツ通貨が
米ドルに対し上昇

（グロース・マーケッツ通貨高米ドル安）

為替
差益

為替
差損

グロース・マーケッツ通貨が
米ドルに対し下落

（グロース・マーケッツ通貨安米ドル高）

原則として為替ヘッジは行いません。
Bコースの為替変動リスク

グロース・マーケッツ通貨が円に対して下落する場合には、
Bコースのパフォーマンスにマイナスの影響を与えます。

日本円 グロース・マーケッツ通貨

為替変動リスク

グロース・マーケッツ通貨が
円に対し上昇

（グロース・マーケッツ通貨高円安）

為替
差益

為替
差損

グロース・マーケッツ通貨が
円に対し下落

（グロース・マーケッツ通貨安円高）
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手続・
手数料等

ファンドの目的・特色

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。

※各投資信託証券（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GM株式ファンドは「ゴールドマン・サックス・グロース・
マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN」、GM債券ファンドは 「ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト」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。

※上記の組入れ投資信託証券で組入れる現地通貨建て資産については、原則として各通貨の対米ドルでのヘッジは行いません。
※上記は2013年7月12日現在の組入れ投資信託証券です。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。
＊1 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
＊2 GM株式ファンドの「Aコース」「Bコース」間、GM債券ファンドの「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能です。詳しくは販売会社にお問い

合わせください。

※ 本運用プロセスがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。

GM債券ファンドの実質的な運用は、GSAMロンドン、米国ニューヨークに本拠を置くゴールドマン・サックス・ア
セット・マネジメント・エル・ピー（GSAMニューヨーク）およびGSAMシンガポールに属する「グローバル債券・
通貨運用グループ」によって行われます。同グループは世界各地に運用拠点を展開し、幅広い調査能力ならびに専
門性を活用した運用を行っています。本ファンドの運用は、以下のプロセスに従って行われます。

ファンドの運用－GM債券ファンド－

ファンドの仕組み

英領ケイマン諸島籍
外国投資信託
（米ドル建て）

ゴールドマン・サックス・グロース・
マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN

アイルランド籍外国投資証券
（米ドル建て）

ゴールドマン・サックスUS＄リキッド・
リザーブズ・ファンド

英領ケイマン諸島籍
外国投資信託
（米ドル建て）

ゴールドマン・サックス・グロース・
マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト

投
資
家（
受
益
者
）

投資

損益＊１

スイッチングの
お申込み＊2

購入・換金
お申込み

収益分配金
償還金

換金代金

スイッチングの
お申込み＊2

購入・換金
お申込み

収益分配金
償還金

換金代金

投資

損益＊１

投資

損益＊１

投資

損益＊１

投資

損益＊１

GSグロース・マーケッツ・
ファンド株式　Aコース
（米ドル売り円買い）

〈GM株式ファンド〉

〈GM債券ファンド〉

〈投資信託証券〉 〈主な投資対象〉

GSグロース・マーケッツ・
ファンド債券　Aコース
（米ドル売り円買い）

GSグロース・マーケッツ・
ファンド株式　Bコース

（為替ヘッジなし）

GSグロース・マーケッツ・
ファンド債券　Bコース

（為替ヘッジなし）

投資

投資

損益＊１

損益＊１

グロース・マーケッツの
株式

米ドル建て
短期金融市場証券

グロース・マーケッツの
現地通貨建て債券

ポートフォリオ・マネジャー／トレーダー リード・ポートフォリオ・
マネジャーによるリスク・

モニタリング

リード・ポートフォリオ・
マネジャー

準備 実行 モニタリング

デュレー
ション 国別配分 通貨配分 セクター

配分
トップ
ダウン

ボトム
アップ

国債／
政府関係
機関債

コーポレート・
クレジット

証券化
商品 地方債 エマージング

市場債券

投資目的および
運用ガイドラインの考察

幅広い付加価値の
源泉から得られる
超過収益獲得機会の最大化

運用ガイドラインとの整合性の
確認およびリスク管理の徹底 ポートフォリオ

ステップ1
リスク・バジェット
（許容リスク量）の

設定

ポートフォリオの
構築と執行

ステップ2 ステップ3
リスクおよび
寄与の

モニタリング
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色

◦ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
◦ 株式（指定投資信託証券を除きます。）への直接投資は行いません。
◦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
◦ 指定投資信託証券および短期金融商品等以外の有価証券への直接投資は行いません。
◦ 有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いません。

主な投資制限

GM株式ファンド
原則として、年2回の決算時（毎年4月17日および10月17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、基準価額水準や市場動向等を勘案
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。

GM債券ファンド
原則として、年4回の決算時（毎年1月、4月、7月、10月の各17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、基準価額水準や市場動向等
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。

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。

投資信託の純資産

分配金

投資信託で分配金が支払われるイメージ

ファンドの分配方針
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色
収益分配金に関わる留意点（続き）
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。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算から基準価額が上昇した場合 前期決算から基準価額が下落した場合

※上図の期中収益は以下の2項目で構成されています。

分配金
100円

期中収益
（①＋②）

配当等収益　①
売　買　益　②

基
準
価
額

分
配
対
象
額

分
配
対
象
額

前期決算日

10,500円

当期決算日
分配後

10,450円

10,550円

当期決算日
分配前

期中収益※

50円（①＋②）
50円

（③＋④）
450円
（③＋④）

450円
（③＋④）

500円
（③＋④）

分配金
100円

基
準
価
額

分
配
対
象
額

分
配
対
象
額

前期決算日

10,500円

当期決算日
分配後

10,300円

10,400円

当期決算日
分配前

配当等収益
20円（①）
80円

（③＋④）
420円
（③＋④）

420円
（③＋④）

500円
（③＋④）

※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額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み入れ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。

投資家のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、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。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

投資家の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）

普通分配金

分配金支払後
基準価額

個別元本

投資家の
購入価額

（当初個別元本）

元本払戻金
（特別分配金）
分配金支払後
基準価額

個別元本

※元本払戻金（特別分配
金）は実質的に元本の
一部払戻しとみなされ、
その金額だけ個別元本
が減少します。元本払戻
金（特別分配金）部分は
非課税扱いとなります。

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、後記「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

ファンドの目的・特色
追加的記載事項

組入れファンドの概要
GM株式ファンド

ファンド名 ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト
−ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラストN

ファンド形態 英領ケイマン諸島籍外国投資信託（米ドル建て）

投資目的 主にグロース・マーケッツの企業またはグロース・マーケッツ関連企業の発行する株式（預託証書
を含みます。）に投資することにより、長期的なトータル・リターンを獲得することを目的とします。

主な投資対象 主にグロース・マーケッツの企業またはグロース・マーケッツ関連企業の発行する株式（預託証
書を含みます。）に投資します。

運用報酬等 なし（投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等が別途支払われます。）

投資顧問会社 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（GSAMロンドン)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（GSAMニューヨーク)

副投資顧問会社
ゴールドマン・サックス（シンガポール）ピーティーイー（GSAMシンガポール)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ブラジル・エル・ティー・ディー・エー
※副投資顧問会社は、今後、追加・変更される場合があります。

GM債券ファンド
ファンド名 ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト

−ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・ボンド・ローカル・サブ・トラスト
ファンド形態 英領ケイマン諸島籍外国投資信託（米ドル建て）

投資目的
主にグロース・マーケッツの現地通貨建ての債券に投資することにより、収入（インカム・ゲイン）
と資産価値増加（キャピタルゲイン）からなる高水準のトータル・リターンを獲得することを目指し
ます。

主な投資対象 ①主にグロース・マーケッツの現地通貨建ての債券に投資します。
②為替予約取引等を用いて、通貨投資を行います。

運用報酬等 なし（投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等が別途支払われます。）

投資顧問会社 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（GSAMロンドン)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（GSAMニューヨーク)

副投資顧問会社 ゴールドマン・サックス（シンガポール）ピーティーイー（GSAMシンガポール）
※副投資顧問会社は、今後、追加・変更される場合があります。

※上記の両投資信託証券については、日々の流出入額が純資産総額の一定割合を超える場合、純資産価格の調整が行われます。これは、資金の
流出入から受ける取引コスト等が当該投資信託証券に与えるインパクトを軽減することを意図していますが、算出日における資金の流出入の動
向が、純資産価格に影響を与えることになります。

GM株式ファンド、 GM債券ファンド共通
ファンド名 ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

−ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド
ファンド形態 アイルランド籍外国投資証券（米ドル建て）

投資目的 元本と流動性を確保しつつ、最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。

主な投資対象

①主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券に分散投資することにより、元本と流
動性を確保しつつ最大限の収益を追求します。

②最良格付証券＊として適格であり、また格付けのない場合には最良格付証券と同等の信用度
を有すると投資顧問会社がみなす広範な証券に投資します。

③購入時において満期まで397日以下の証券、証書および債務に投資し、60日以下の加重平
均満期と、120日以下の加重平均残存年限を維持します。

＊ 最良格付証券とは、一般に、公認格付機関（RSRO）により短期債券に関して最高の格付けを
得ているもの、およびそれに匹敵する無格付の証券をいいます。

運用報酬等 年率0.35％を上限とします。

投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)
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（GSAMロンドン)

※上記は2013年7月12日現在の組入れファンドの概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

投資リスク

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。

本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

グロース・マーケッツへの投資に伴うリスク
グロース・マーケッツへの投資には、先進国の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。
グロース・マーケッツへの投資にあたっては、長期での投資が可能な余裕資金の範囲で投資を行うことが肝要です。
株式の価格変動リスク・信用リスク
GM株式ファンドは、外国株式を投資対象とする投資信託証券を組入れますので、GM株式ファンドへの投資には、
株式投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。GM株式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。特に株式の下
降局面ではGM株式ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。一般には株価は、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、GM株式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。
債券の価格変動リスク・信用リスク
GM債券ファンドは、外国債券を投資対象とする投資信託証券を組入れますので、GM債券ファンドへの投資には、
債券投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。一般的に、債券の市場価格は、金利が上昇す
ると下落し、金利が低下すると上昇します。また、債券への投資に際しては、発行体の債務不履行等の信用リスク
を伴います。一般に、債券の値動きの幅および信用リスクは、残存期間が長いほど、また発行体の信用度が低いほ
ど、大きくなる傾向があります。
為替変動リスク
Aコースは、実質外貨建資産の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を
行いますが、投資信託証券を通じて保有する実質投資対象はグロース・マーケッツの現地通貨建ての証券である
ため、結果としてグロース・マーケッツ通貨と米ドルとの間の為替変動の影響を受けます。なお、グロース・マーケッ
ツ通貨に対する円高と、米ドルに対する円安が同時に進行する等、グロース・マーケッツ通貨と米ドルとの連動性
や投資環境等が大きく変化した場合には、米ドルと円との間の為替取引効果が得られない場合があるほか、双方
の為替変動の影響による二重の損失が発生する場合があります。なお、為替取引を行うにあたり取引コストがか
かります（取引コストとは、為替取引を行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金
利差分収益が低下します。）。また、GM債券ファンドにおいてNDFを用いて為替取引を行う場合、需給や規制等
の影響により、金利差から想定される水準よりも取引コストが大きくなる場合があります。
Bコースは、実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替変動リスクが伴います。
グロース・マーケッツ通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い
為替変動リスクがあります。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
変動その他の様々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。
流動性リスク
市場規模や取引量が少ない場合、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、不測の
損失を被るリスクがあります。

基準価額の変動要因

運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・リスク管理専
任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各
運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専
任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。

リスク管理体制

その他の留意点

主な変動要因
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運用実績
最新の運用実績は委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。
下記は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。 2013年4月30日現在

主要な資産の状況
銘柄名 国名＊１ 業種（セクター）＊２

比率
Aコース

（米ドル売り円買い）

比率
Bコース

（為替ヘッジなし）
1 サムスン電子 韓国 情報技術 4.5％ 4.5％
2 ルクオイル ロシア エネルギー 2.6％ 2.7％
3 アメリカ・モビル メキシコ 電気通信サービス 2.6％ 2.6％
4 ズベルバンク ロシア 金融 2.5％ 2.5％
5 ＨＤＦＣ銀行 インド 金融 2.4％ 2.4％
6 ガスプロム ロシア エネルギー 2.3％ 2.4％
7 ハルク銀行 トルコ 金融 2.0％ 2.1％
8 アストラ・インターナショナル インドネシア 一般消費財・サービス 1.8％ 1.8％
9 バンク・セントラル・アジア インドネシア 金融 1.5％ 1.5％
10 ＴＡＶ空港ホールディング トルコ 資本財・サービス 1.5％ 1.5％

＊１ 実質的な投資先の国を表示しています。
＊２ 業種についてはMSCI10分類に基づき分類していますが、当社が判断した分類によるものも一部含まれる場合があります。

基準価額・純資産の推移
Aコース（米ドル売り円買い）
2012年５月23日（設定日）〜2013年4月30日
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Bコース（為替ヘッジなし）
2012年５月23日（設定日）〜2013年4月30日
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分配の推移（円）（1万口当たり、税引前）
Aコース（米ドル売り円買い）
決算日 12/10/17 13/4/17 直近1年累計 設定来累計
分配金 700 280 980 980

Bコース（為替ヘッジなし）
決算日 12/10/17 13/4/17 直近1年累計 設定来累計
分配金 630 1,350 1,980 1,980

基準価額・純資産総額
Aコース（米ドル売り円買い） Bコース（為替ヘッジなし）

基準価額 11,156円 12,735円
純資産総額 53.6億円 170.1億円

期間別騰落率（％）（税引前分配金再投資）
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

Aコース（米ドル売り円買い） -0.72 -2.12 5.40 − − − 21.70
Bコース（為替ヘッジなし） 3.60 5.40 29.14 − − − 49.12

●税引前分配金再投資後基準価額および期間別騰落率（税引前分配金再投資）とは、本ファンドの決算時に収益の分配があった場合に、その分配金
（税引前）で本ファンドを購入（再投資）した場合の基準価額および騰落率です。
●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。

年間収益率の推移
Aコース（米ドル売り円買い） Bコース（為替ヘッジなし）
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●本ファンドの収益率は、分配金（税引前）を再投資したものとして算出しています。
●本ファンドにベンチマークはありませんので、ファンド設定日前の年間収益率について記載しておりません。
●2012年は設定日（5月23日）から年末までの騰落率、2013年は1月から4月末までの騰落率を表示しています。

GSグロース・マーケッツ・ファンド株式
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ファンドの
目的・特色

投資
リスク

運用
実績

手続・
手数料等

運用実績
最新の運用実績は委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。
下記は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。 2013年4月30日現在

主要な資産の状況
銘柄名 国名＊ クーポン

（％） 償還日
比率

Aコース
（米ドル売り円買い）

比率
Bコース

（為替ヘッジなし）
1 US GOVT T-BILL 11 JUL 2013 米国 0.00 2013/7/11 10.0％ 10.1％
2 KOREAN GOVT 3.25% 10 DEC 2014 韓国 3.25 2014/12/10 9.2％ 9.3％
3 TURKISH GOVT 9% 05 MAR 2014 トルコ 9.00 2014/3/5 7.7％ 7.8％
4 RUSSIAN GOVT 7.5% 15 MAR 2018 ロシア 7.50 2018/3/15 6.6％ 6.7％
5 TURKISH GOVT 7.5% 24 SEP 2014 トルコ 7.50 2014/9/24 5.7％ 5.7％
6 MBONO  9.5% 18 DEC 2014 メキシコ 9.50 2014/12/18 4.9％ 5.0％
7 US GOVT T-BILL 30 MAY 2013 米国 0.00 2013/5/30 4.6％ 4.6％
8 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 7% 17 MAY 2022 144A インドネシア 7.00 2022/5/17 3.4％ 3.5％
9 CITIGROUP FUNDING INC. 10% 05 JAN 2021 ブラジル 10.00 2021/1/5 3.3％ 3.4％
10 RUSSIAN GOVT 8.15% 03 FEB 2027 ロシア 8.15 2027/2/3 3.1％ 3.2％

＊実質的な投資先の国を表示しています。

基準価額・純資産の推移
Aコース（米ドル売り円買い）
2012年５月23日（設定日）〜2013年4月30日
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Bコース（為替ヘッジなし）
2012年５月23日（設定日）〜2013年4月30日
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分配の推移（円）（1万口当たり、税引前）
Aコース（米ドル売り円買い）
決算日 12/10/17 13/1/17 13/4/17 直近1年累計 設定来累計
分配金 180 180 200 560 560

Bコース（為替ヘッジなし）
決算日 12/10/17 13/1/17 13/4/17 直近1年累計 設定来累計
分配金 180 180 240 600 600

基準価額・純資産総額
Aコース（米ドル売り円買い） Bコース（為替ヘッジなし）

基準価額 10,989円 13,524円
純資産総額 41.3億円 74.9億円

期間別騰落率（％）（税引前分配金再投資）
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来

Aコース（米ドル売り円買い） 2.54 1.66 5.78 − − − 15.66
Bコース（為替ヘッジなし） 6.68 9.11 29.60 − − − 42.06

●税引前分配金再投資後基準価額および期間別騰落率（税引前分配金再投資）とは、本ファンドの決算時に収益の分配があった場合に、その分配金
（税引前）で本ファンドを購入（再投資）した場合の基準価額および騰落率です。
●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。

年間収益率の推移
Aコース（米ドル売り円買い） Bコース（為替ヘッジなし）
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●本ファンドの収益率は、分配金（税引前）を再投資したものとして算出しています。
●本ファンドにベンチマークはありませんので、ファンド設定日前の年間収益率について記載しておりません。
●2012年は設定日（5月23日）から年末までの騰落率、2013年は1月から4月末までの騰落率を表示しています。

GSグロース・マーケッツ・ファンド債券
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購 入 単 位

a.一般コース （分配金を受取るコース）： 1万口以上1万口単位
b.自動けいぞく投資コース（分配金が再投資されるコース） ： 1万円以上1円単位
※a.またはb.のいずれかをお選びください。なお、一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更できません。
※販売会社によっては購入単位が異なる場合があります。

購 入 価 額 購入申込日の翌営業日の基準価額

購 入 代 金 原則として購入申込日から起算して7営業日目までに販売会社にお支払いください。

換 金 単 位
a.一般コース ： 1万口単位、1口単位または1円単位
b.自動けいぞく投資コース ： 1口単位または1円単位
※販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。

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7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シンガポール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シンガポールの銀行の休業日（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

購 入 の
申 込 期 間

2013年7月13日から2014年7月11日まで
（申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。）

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1日1件当たり3億円を超える大口のご換金は行えません。
また、委託会社の判断により、一定の金額を超えるご換金の場合には制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付
の中止および取消

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情があるときは、ご購入およ
びご換金の受付を中止またはすでに受付けたご購入およびご換金のお申込みを取消す場合があります。

信 託 期 間 2022年4月18日まで（設定日：2012年5月23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
各コースそれぞれについて受益権の総口数が30億口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繰上償還となります。

決 算 日 GM株式ファンド ： 毎年4月17日および10月17日（ただし、休業日の場合は翌営業日）
GM債券ファンド ： 毎年1月17日、4月17日、7月17日および10月17日（ただし、休業日の場合は翌営業日）

収 益 分 配

GM株式ファンド ： 年2回（4月および10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。

GM債券ファンド ： 年4回（1月、4月、7月および10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5,000億円を上限とします。

公 告 公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。

運 用 報 告 書 年2回（4月および10月）の決算時および償還時に、期中の運用経過などを記載した運用報告書を作成し、販
売会社を通じて知れている受益者に対してお渡しいたします。

ス イ ッ チ ン グ

GM株式ファンドの「Aコース」「Bコース」間、GM債券ファンドの「Aコース」「Bコース」間でスイッチングが可能
です。
※詳しくは販売会社までお問い合わせください。なお、スイッチングの際には換金時と同様に換金されるコースに対して税

金をご負担いただきます。

課 税 関 係
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の適用対象です（2014年１月１日以降）。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

手続・
手数料等

ファンドの
目的・特色

運用
実績

投資
リスク

手続・手数料等
お申込みメモ
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運用
実績

ファンドの
目的・特色

投資
リスク

手続・
手数料等

手続・手数料等

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 購入価額に3.15％（税込）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）

GM株式ファンド ： 純資産総額に対して 年率1.764％（税込）

GM債券ファンド ： 純資産総額に対して 年率1.1865％（税込）

（内訳）

委託会社 販売会社 受託会社

GM株式ファンド 年率0.9975％（税込） 年率0.735％（税込） 年率0.0315％（税込）

GM債券ファンド 年率0.84％（税込） 年率0.315％（税込） 年率0.0315％（税込）

【実質的な負担】
組入れる投資信託証券「ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー−ゴールドマン・サックスUS$リキッド・
リザーブズ・ファンド」において、年率0.35％を上限とする運用報酬等が別途加算されますが、当該投資信託
証券の組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する運用管理費用（信託報酬）の
率および上限額は事前に表示することができません。ただし、当該投資信託証券の組入比率は通常低位にと
どまります。
※運用管理費用は、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0.05％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。

税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 

時期 項目 税金

分配時 所得税および地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して10.147％

換金（解約）時および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に
 対して10.147％

上記は、2013年7月12日現在のものです。上記税率は2014年1月1日以降20.315％となる予定です。
少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、2014年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間
100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となり
ます。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、税法が改正された場合には、税率等が変更される場合があります。また、法人の場合は上記とは異なります。税
金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

ファンドの費用・税金



このページは、野村證券株式会社からのお知らせです。
（このページの記載は目論見書としての情報ではございません。）

GSグロース・マーケッツ・ファンド株式
Aコース（米ドル売り円買い）／Bコース（為替ヘッジなし）
GSグロース・マーケッツ・ファンド債券
Aコース（米ドル売り円買い）／Bコース（為替ヘッジなし）
の購入時手数料について

野村證券株式会社における購入時手数料は下記のとおりです。

購入いただいた口数に応じて、購入申込日の翌営業日の基準価額に以下の手数料率を乗じて得た額とします。
（購入時手数料＝購入口数×基準価額×手数料率）

購入口数 手数料率

1億口未満 3．15％ （税抜3．0％）

1億口以上5億口未満 1．575％ （税抜1．5％）

5億口以上 0．525％ （税抜0．5％）

以下の場合は原則として無手数料でお取扱いいたします。
●GSグロース・マーケッツ・ファンド株式AコースとBコース間、GSグロース・マーケッツ・ファンド債券AコースとB

コース間のスイッチングの場合は無手数料とします。
●「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が、収益分配金を再投資する場合は、無手数料です。

詳しくは野村證券窓口にお問い合わせ下さい。

●ファンドの名称について
「GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Aコース（米ドル売り円買い）」、「GSグロース・マーケッツ・ファンド株式 Bコース
（為替ヘッジなし）」、「GSグロース・マーケッツ・ファンド債券 Aコース（米ドル売り円買い）」、「GSグロース・マーケッツ・
ファンド債券 Bコース（為替ヘッジなし）」をそれぞれ「GM株式Aコース」、「GM株式Bコース」、「GM債券Aコース」、

「GM債券Bコース」と略す場合があります。

購入時手数料



このページは、野村證券株式会社からのお知らせです。
（このページの記載は目論見書としての情報ではございません。）

目論見書補完書面（投資信託）
（この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。）この書面、手数料に関する記載および目論
見書の内容をよくお読みください。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
「GSグロース・マーケッツ・ファンド株式」は、主に海外の株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の株価の下落や、
組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為
替の変動により損失を被ることがあります。「GSグロース・マーケッツ・ファンド債券」は、主に外貨建て債券を実質的な投
資対象としますので、金利変動等による組入債券価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響に
より、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。

当ファンドの販売会社の概要
商 号 等 野村證券株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第142号
本 店 所 在 地 〒103-8011　東京都中央区日本橋1-9-1

加 入 協 会 日本証券業協会、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

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 100億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 平成13年5月
連 絡 先 03-3211-1811又はお取引のある本支店

お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等について
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。 
なお、お取引についてのトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。

注）ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与
して、その解決を図る手続をいいます。

※当ファンドに関するお問い合わせは、お取引のある本支店にご連絡ください。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120−64−5005（フリーダイヤル）

当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

当社が投資信託の取扱いについて行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社
においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。
●国内投資信託のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。外国投資信託のお取引にあたっては、外国証

券取引口座の開設が必要となります。
●お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部を（前受金等）お預かりした上で、お受けい

たします。
●前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預かりいたします。
●ご注文されたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又

は電磁的方法による場合を含みます）。

33430031
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