
〒106-6147 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

お問合せ先：03-6437-6000（代表）
www.gsam.co.jp

受 付 時 間：営業日の午前９時～午後５時

本ファンドは、約款において運用報告書（全体版）を

電子交付することが定められております。運用報告

書（全体版）は、下記の手順でご覧いただけます。

なお、書面をご要望の場合は、販売会社までお問

い合わせください。

〈閲覧方法〉

右記ＵＲＬにアクセス⇒「ファンド情報」⇒「ファンド一

覧」より本ファンドを選択⇒「運用報告書（全体版）」

を選択

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＧＳ米国成長株集中投資ファンド」は、このた
び、毎月決算コースにつきましては、第86期～第91期
の決算、年４回決算コースにつきましては、第30期～
第31期の決算、年２回決算コースにつきましては、第
10期の決算を行いました。本ファンドは、米国を中心と
した企業の株式に厳選投資することにより、信託財産
の長期的な成長を目標として運用を行っております。
今期の運用経過等について、以下のとおりご報告申し
上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上
げます。

毎月決算コース
第91期末（2021年２月10日） 第86期～第91期
基 準 価 額 11,435円 騰 落 率 15.88％
純資産総額 27,076百万円 分配金合計 900円

年４回決算コース
第31期末（2021年２月10日） 第30期～第31期
基 準 価 額 11,446円 騰 落 率 15.94％
純資産総額 8,621百万円 分配金合計 705円

年２回決算コース
第10期末（2021年２月10日） 第10期
基 準 価 額 18,474円 騰 落 率 16.08％
純資産総額 4,322百万円 分配金合計 0円

（注）騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみ
なして計算したものです。

交 付 運 用 報 告 書

ＧＳ米国成長株集中投資ファンド
毎月決算コース
年４回決算コース
年２回決算コース

追加型投信／海外／株式

毎月決算コース 第86期（決算日2020年 ９ 月10日）

第87期（決算日2020年10月12日）

第88期（決算日2020年11月10日）

第89期（決算日2020年12月10日）

第90期（決算日2021年 １ 月12日）

第91期（決算日2021年 ２ 月10日）

年４回決算コース 第30期（決算日2020年11月10日）

第31期（決算日2021年 ２ 月10日）

年２回決算コース 第10期（決算日2021年 ２ 月10日）

作成対象期間：2020年８月12日～2021年２月10日
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運用経過
基準価額等の推移について（2020年８月12日～2021年２月10日）

○ＧＳ米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース（以下、「毎月決算コース」といいます。）

○ＧＳ米国成長株集中投資ファンド年４回決算コース（以下、「年４回決算コース」といいます。）

（注１）毎月決算コースおよび年４回決算コースの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数

を設定していません（以下同じ）。

（注２）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注３）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。ま

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留

意ください。

（注４）分配金再投資基準価額は、当作成期（以下、「当期」といいます。）の期首の基準価額を起点として指数化しています。
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○ＧＳ米国成長株集中投資ファンド年２回決算コース（以下、「年２回決算コース」といいます。）

（注１）年２回決算コースの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定していません

（以下同じ）。

（注２）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注３）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。ま

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留

意ください。

（注４）分配金再投資基準価額は、期首の基準価額を起点として指数化しています。

基準価額の主な変動要因
○毎月決算コースの基準価額は、期首の10,697円から738円上昇し、期末には11,435円となりました。

○年４回決算コースの基準価額は、期首の10,485円から961円上昇し、期末には11,446円となりました。

○年２回決算コースの基準価額は、期首の15,915円から2,559円上昇し、期末には18,474円となりました。

（以下、３ファンドを総称して「本ファンド」といいます。）

上昇要因

　米国株式市場が大きく上昇したことや、アルファベット（コミュニケーション・サービス）、エヌ

エックスピー・セミコンダクターズ（情報技術）、ワークデイ（情報技術）などの株価が保有期間中に

上昇したことが、基準価額の主な上昇要因となりました。

下落要因

　バイオマリン・ファーマシューティカル（ヘルスケア）、フェイスブック（コミュニケーション・

サービス）などの株価が保有期間中に下落したことが、基準価額の主な下落要因となりました。また、

毎月決算コースおよび年４回決算コースにおいては、分配金をお支払いしたことも、基準価額の下落要

因となりました。
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騰落率：＋16.08％（分配金再投資ベース）



ＧＳ米国成長株集中投資ファンド

3

当期の基準価額の騰落率
○毎月決算コース
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（注）各コースの基準価額の騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

　当期のパフォーマンス（分配金再投資ベース）は、毎月決算コースは＋15.88％、年４回決算コース
は＋15.94％、年２回決算コースは＋16.08％となりました。

組入れファンドの当期中の騰落率（分配金再投資、円換算ベース）

ファンド名 騰落率

ＧＳ米国フォーカス・グロース＊１ 18.04％

ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド＊２ －1.37％
（注）純資産価格の騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

正式名称はそれぞれ以下の通りです。
＊１　ケイマン籍外国投資信託（米ドル建て）ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト－ＧＳ米国フォーカ

ス・グロース　クラスＩＯ
＊２　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・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　Ｘアキュムレーション・クラス

○年２回決算コース
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１万口当たりの費用明細
○毎月決算コース

項目
第86期～第91期

項目の概要2020年８月12日～2021年２月10日
金額 比率

信託報酬 110円 1.006％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） （ 54） （0.496） ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用

報告書等の作成等の対価
（販売会社） （ 54） （0.496） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・

償還金の支払い業務等の対価
（受託会社） （　2） （0.014） ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

その他費用 1 0.011 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用） （　0） （0.001） 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用） （　0） （0.003） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （　1） （0.007） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合計 111 1.017
期中の平均基準価額は10,894円です。

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡

便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除

く。）が支払った費用を含みません。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（参考情報）

経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く）

　当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料、有価証券取引

税及び投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口

当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は2.03％です。

経費率（①＋②） 2.03％
①このファンドの費用の比率 2.03％
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 －％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた

簡便法により算出したものです。

（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料

及び有価証券取引税を含みません。

（注３）各比率は、年率換算した値です。

（注４）投資先ファンドとは、このファンドが実質的に組入れ

ている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、

投資先ファンドが支払った費用を含みません。

（注６）①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合

があります。

（注７）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場

合がありますが、上記には含まれておりません。

（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これ

らの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用

の比率とは異なります。

経費率
2.03％

運用管理費用
（投信会社）

0.99％

運用管理費用
（販売会社）

0.99％

運用管理費用
（受託会社）

0.03％

その他費用
0.02％
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１万口当たりの費用明細
○年４回決算コース

項目
第30期～第31期

項目の概要2020年８月12日～2021年２月10日
金額 比率

信託報酬 110円 1.006％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） （ 54） （0.496） ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用

報告書等の作成等の対価
（販売会社） （ 54） （0.496） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・

償還金の支払い業務等の対価
（受託会社） （　2） （0.014） ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

その他費用 1 0.012 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用） （　0） （0.004） 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用） （　0） （0.001） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （　1） （0.007） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合計 111 1.018
期中の平均基準価額は10,948円です。

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡

便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除

く。）が支払った費用を含みません。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（参考情報）

経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く）

　当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料、有価証券取引

税及び投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口

当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は2.03％です。

経費率（①＋②） 2.03％
①このファンドの費用の比率 2.03％
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 －％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた

簡便法により算出したものです。

（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料

及び有価証券取引税を含みません。

（注３）各比率は、年率換算した値です。

（注４）投資先ファンドとは、このファンドが実質的に組入れ

ている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、

投資先ファンドが支払った費用を含みません。

（注６）①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合

があります。

（注７）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場

合がありますが、上記には含まれておりません。

（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これ

らの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用

の比率とは異なります。

経費率
2.03％

運用管理費用
（投信会社）

0.99％

運用管理費用
（販売会社）

0.99％

運用管理費用
（受託会社）

0.03％

その他費用
0.02％
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１万口当たりの費用明細
○年２回決算コース

項目
当期

項目の概要2020年８月12日～2021年２月10日
金額 比率

信託報酬 168円 1.006％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社） （ 83） （0.496） ファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用

報告書等の作成等の対価
（販売会社） （ 83） （0.496） 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、分配金・換金代金・

償還金の支払い業務等の対価
（受託会社） （　2） （0.014） ファンドの財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

その他費用 2 0.015 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
（保管費用） （　1） （0.007） 海外資産等の海外保管銀行等に支払う保管・送金・受渡に係る費用
（監査費用） （　0） （0.002） 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他） （　1） （0.005） 信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合計 170 1.021
期中の平均基準価額は16,658円です。

（注１）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡

便法により算出した結果です。但し、各項目の費用は、本ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除

く。）が支払った費用を含みません。

（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

（参考情報）

経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く）

　当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料、有価証券取引税及び投

資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）

を乗じた数で除した経費率（年率）は2.04％です。

経費率（①＋②） 2.04％
①このファンドの費用の比率 2.04％
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 －％

（注１）①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた

簡便法により算出したものです。

（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料

及び有価証券取引税を含みません。

（注３）各比率は、年率換算した値です。

（注４）投資先ファンドとは、このファンドが実質的に組入れ

ている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

（注５）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、

投資先ファンドが支払った費用を含みません。

（注６）①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合

があります。

（注７）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場

合がありますが、上記には含まれておりません。

（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これ

らの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用

の比率とは異なります。

経費率
2.04％

運用管理費用
（投信会社）

0.99％

運用管理費用
（販売会社）

0.99％

運用管理費用
（受託会社）

0.03％

その他費用
0.03％
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最近５年間の基準価額等の推移について
○毎月決算コース

○年４回決算コース

（注１）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。ま

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留

意ください。

（注３）分配金再投資基準価額は、2016年２月10日の基準価額を起点として指数化しています。
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○年２回決算コース

（注１）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の

実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注２）実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります。ま

た、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留

意ください。

（注３）分配金再投資基準価額は、設定日（2016年３月15日）の基準価額を起点として指数化しています。
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最近５年間の年間騰落率
○毎月決算コース

2016/２/10 2017/２/10 2018/２/13 2019/２/12 2020/２/10 2021/２/10

決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（分配落）（円） 8,118 9,396 9,953 10,094 11,104 11,435

期間分配金合計（税引前）（円） － 60 440 1,020 1,305 1,215

分配金再投資基準価額騰落率 － 16.56％ 10.44％ 11.58％ 24.18％ 14.97％

純資産総額（百万円） 47,706 27,479 17,986 18,689 20,501 27,076

○年４回決算コース

2016/２/10 2017/２/10 2018/２/13 2019/２/12 2020/２/10 2021/２/10

決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（分配落）（円） 7,843 9,072 9,833 10,200 10,931 11,446

期間分配金合計（税引前）（円） － 60 220 795 1,605 1,005

分配金再投資基準価額騰落率 － 16.51％ 10.76％ 11.60％ 24.27％ 14.41％

純資産総額（百万円） 15,735 13,266 8,027 6,744 7,875 8,621

○年２回決算コース

2016/３/15 2017/２/10 2018/２/13 2019/２/12 2020/２/10 2021/２/10

設定日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日

基準価額（分配落）（円） 10,000 10,649 11,668 12,996 16,126 18,474

期間分配金合計（税引前）（円） － 0 0 0 0 0

分配金再投資基準価額騰落率 － 6.49％ 9.57％ 11.38％ 24.08％ 14.56％

純資産総額（百万円） 15 77 65 599 2,379 4,322
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投資環境について
＜米国株式市場＞

　当期の米国株式市場は大きく上昇しました。期の前半は、新型コロナウイルスのワクチンや治療薬開

発の進展が相次いで報じられたことなどがプラス材料となった一方、米国や欧州の一部などにおいて感

染が再拡大したこと、米大統領選挙をめぐる政治的不透明感などがマイナス材料となったことから、一

進一退の推移となりました。期の後半は、米大統領選の終結による不透明感が後退したことや、2021年

１月にはバイデン氏が大統領に正式に就任し経済対策への期待感が高まったことに加え、新型コロナウ

イルスのワクチンが実用化されたことなどから、米国株式市場は上昇基調で推移しました。１月末にか

けて、個人投資家の投機的な動きにより一部の小型株が暴騰し、空売り専門のヘッジファンドが巨額損

失を抱える事態となったことなどから米国株式市場は急落する局面もあったものの、前期末を大幅に上

回る水準で期を終えました。

＜外国為替市場＞

　当期の外国為替市場では、米ドルは円に対して下落しました。

○為替レート（対円）の推移

出所：一般社団法人投資信託協会

＜短期金融市場＞

　当期において、１ヵ月物米ドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）は前期末の0.16％程度から

0.11％程度まで低下して期末を迎えました。
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ポートフォリオについて
＜本ファンド＞

　本ファンドはＧＳ米国フォーカス・グロースおよびゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザー

ブズ・ファンドを主要投資対象とし、期を通じてＧＳ米国フォーカス・グロースを概ね高位に組入れ、

米国を中心とした企業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めざして運用を行いま

した。

＜ＧＳ米国フォーカス・グロース＞

　新型コロナウイルスのワクチン開発・接種の進展により経済正常化に向けた期待が高まりつつある一

方、感染者数は引き続き高水準で推移しており、また企業業績については市場予想を超えて堅調な決算

を発表する企業がある一方、引き続き厳しい事業環境に直面する企業もあります。生活様式や事業環境

が大きく変化するなか、企業間の優勝劣敗がより鮮明になるとみており、特に競合企業と比較して商品

やサービスにおいて明確に差別化ができ、強固な財務体質や優秀な経営陣を有している一部の企業が、

株式市場全体を上回るペースで収益を拡大させると運用チームでは考えています。当戦略においては、

長期的な視点に立ち、業界内において競争優位性を保って有利に事業を展開し、優れた利益成長が期待

できる質の高い成長企業に投資することを目指しています。

ポートフォリオ・レビュー

　アルファベットは、保有期間中に株価が上昇し、本ファンドのパフォーマンスにプラス寄与となりま

した。同社傘下のグーグルとＩＡＣ／インタラクティブコープとのマーケティング手法をめぐる問題や、

米国の複数の州がグーグルを提訴したことなどが株価の重石となる局面もあったものの、好調な決算な

どを背景に株価が上昇しました。当社では、同社はクラウド分野で成長を続け、利益成長が継続すると

考えており、同社が長年にわたって企業価値向上のためにクラウド、広告、検索分野に投資しているこ

とを評価し、引き続き強気にみています。

　バイオマリン・ファーマシューティカルは、保有期間中に株価が下落し、本ファンドのパフォーマン

スにマイナス寄与となりました。ＦＤＡ（米食品医薬品局）が同社の血友病の遺伝子治療薬を承認しな

かったことなどがマイナス材料となり、株価が大幅に下落しました。当社は、このニュースに対する株

価の反応は過剰だったとみていますが、現時点で同社が逆境に直面していることは事実だと考えていま

す。当社は依然として同社の長期的な見通しに期待している一方、引き続き動向を注視していきます。

＜ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド＞

　主として米ドル建ての短期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、米

ドルベースでの最大限の収益を得ることを目標として運用を行いました。

ベンチマークとの差異について
　本ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定し

ていません。
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分配金について
　収益分配金（１万口当たり、税引前）については、分配方針および基準価額の水準などを勘案し、毎

月決算コースは、第86期から第88期は各100円、第89期から第91期は各200円としました。年４回決算

コースは、第30期は50円、第31期は655円としました。年２回決算コースは、当期の分配は行わないこと

としました。収益分配金に充てなかった収益については、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づ

いて運用を行います。

＜分配原資の内訳＞

○毎月決算コース� （単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項 目
第 86 期 第 87 期 第 88 期 第 89 期 第 90 期 第 91 期
2020年８月12日
～2020年９月10日

2020年９月11日
～2020年10月12日

2020年10月13日
～2020年11月10日

2020年11月11日
～2020年12月10日

2020年12月11日
～2021年１月12日

2021年１月13日
～2021年２月10日

当期分配金 100 100 100 200 200 200
（対基準価額比率） 0.920 0.904 0.901 1.801 1.759 1.719

当期の収益 100 100 100 105 200 200

当期の収益以外 － － － 94 － －
翌期繰越分配対象額 1,612 1,812 1,861 1,767 2,028 2,297

○年４回決算コース� （単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項 目
第 30 期 第 31 期

2020年８月12日～2020年11月10日 2020年11月11日～2021年２月10日

当期分配金 50 655
（対基準価額比率） 0.452 5.413

当期の収益 50 627

当期の収益以外 － 27
翌期繰越分配対象額 1,365 1,775

○年２回決算コース� （単位：円・％、１万口当たり・税引前）

項目
第10期

2020年８月12日～2021年２月10日

当期分配金 －
（対基準価額比率） －

当期の収益 －

当期の収益以外 －
翌期繰越分配対象額 8,474

（注１）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。

また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率

とは異なります。
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今後の運用方針について
＜本ファンド＞

　今後も、毎月決算コース、年４回決算コース、年２回決算コースともに引き続きＧＳ米国フォーカ

ス・グロースを高位に組入れ、米国を中心とした企業の株式に投資することにより、信託財産の長期的

な成長をめざして運用を行います。

＜ＧＳ米国フォーカス・グロース＞

　2020年２月下旬から３月中旬にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、景気見通しに

対する懸念が広がり、米国をはじめ世界的に株式市場は大幅に下落しました。その後、株式市場は力強

く反発しましたが、米国や欧州の一部などでは感染再拡大もみられ、依然として不透明感は拭えない市

場環境が続いています。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各国の中央銀行は金融緩和策を実施し、

政府も過去最大規模の財政政策を打ち出しています。今後も不透明な環境が継続する可能性はあるもの

の、ワクチンの実用化が始まっていることからも、現在の状況が今後長期にわたって継続するとは想定

しにくい状況です。明確な時期は判断しづらいものの、政府の政策支援もあり、いずれ経済活動は正常

化し回復すると考えています。なお当社の投資哲学は市場の短期的な変動によって変わることはなく、

引き続き、強固なブランド力と経験豊富な優れた経営陣を有した優良な成長企業を選別し、投資してい

きます。

　今後も引き続き運用の基本方針に基づき運用を行います。

＜ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド＞

　今後も主として米ドル建ての短期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、米ドルベースでの最大限の収益を得ることを目標として運用を行います。

（上記見通しは2021年２月10日現在のものであり、今後見通しは変更されることもあります。）
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本ファンドの概要

商品分類 追加型投信／海外／株式

信託期間 原則として無期限

運用方針 長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株

価が割安であると判断する比較的少数の米国を中心とした企業の株式に投資

する投資信託証券を主要投資対象とし、投資元本の長期的な成長をめざしま

す。

主要投資対象

本ファンド 以下の指定投資信託証券を主要投資対象とします。

・ケイマン籍外国投資信託

ゴールドマン・サックス（ケイマン諸島）ユニット・トラスト

①ＧＳ米国フォーカス・グロース

・アイルランド籍外国投資証券

ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー

②ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド

指定投資信託証券① 米国の株式

指定投資信託証券② 主に米ドル建ての短期の市場性を有する金融市場証券

運用方法・組入制限 ①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。

②投資信託証券への投資は、高位に維持することを基本とします。

③株式への直接投資は行いません。

分配方針 原則として毎計算期末（毎月決算コースは毎月10日、年４回決算コースは毎

年２月、５月、８月、11月の各10日、年２回決算コースは毎年２月10日およ

び８月10日。休業日の場合は翌営業日。）に収益の分配を行います。投信会

社が経費控除後の利子・配当等収益および売買損益（評価損益を含みま

す。）等の中から基準価額水準、市場動向等を勘案して分配金を決定しま

す。
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（参考情報）
本ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

○上記は、2016年２月から2021年１月の５年間における１年騰落率の平均値・最大値・最小値を、本

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。ただし、１年騰落率は各月末の

直近１年間の騰落率であるため、年２回決算コースは、設定日（2016年３月15日）から１年後の2017

年３月以降のデータを表示しています。

○各資産クラスの指数

日本株：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）

先進国株：ＭＳＣＩ　コクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）

新興国株：ＭＳＣＩ　エマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ　国債

先進国債：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国債：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（円ベース）

・海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。

・全ての資産クラスが本ファンドの投資対象とは限りません。

・本ファンドの騰落率は収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

・騰落率は当期末の直近月末から60ヵ月遡った算出結果であり、本ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

32.9％

-22.9％

7.5％

(％)

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

毎月
決算コース

32.9％ 32.6％ 32.2％ 34.1％ 37.2％

9.3％ 11.4％
19.3％

-23.2％

-5.8％
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-17.5％

-27.4％

-4.0％
-12.3％

-17.4％

7.5％
12.8％

3.7％ 7.1％ 5.3％
1.0％ 1.1％

年４回
決算コース

年２回
決算コース

日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

1.4％

最大値

最小値

平均値

（2016年２月～2021年１月）
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本ファンドのデータ
本ファンドの組入資産の内容（2021年２月10日現在）

＜毎月決算コース＞

○組入れファンド� （組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名 比率
ＧＳ米国フォーカス・グロース 95.9％
ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド 2.5％

（注）上記の比率は全て毎月決算コースの純資産総額に対する割合です。

外国投資信託証券
98.4％

その他現金等
1.6％

○資産別配分

ケイマン
95.9％

アイルランド
2.5％

その他現金等
1.6％

○国別配分

米ドル
98.4％

日本円
1.6％

○通貨別配分

＜年４回決算コース＞

○組入れファンド� （組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名 比率
ＧＳ米国フォーカス・グロース 96.7％
ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド 2.5％

（注）上記の比率は全て年４回決算コースの純資産総額に対する割合です。

外国投資信託証券
99.2％

その他現金等
0.8％

○資産別配分

ケイマン
96.7％

アイルランド
2.5％

その他現金等
0.8％

○国別配分

米ドル
99.2％

日本円
0.8％

○通貨別配分
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＜年２回決算コース＞

○組入れファンド� （組入銘柄数：２銘柄）

ファンド名 比率

ＧＳ米国フォーカス・グロース 96.6％

ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド 2.6％

（注）上記の比率は全て年２回決算コースの純資産総額に対する割合です。

外国投資信託証券
99.2％

その他現金等
0.8％

○資産別配分

ケイマン
96.6％

アイルランド
2.6％

その他現金等
0.8％

○国別配分

米ドル
99.2％

日本円
0.8％

○通貨別配分
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純資産等
○毎月決算コース

項目
第86期末 第87期末 第88期末 第89期末 第90期末 第91期末

2020年９月10日 2020年10月12日 2020年11月10日 2020年12月10日 2021年１月12日 2021年２月10日

純資産総額 22,522,808,487円 23,298,390,739円 23,612,180,491円 23,851,916,225円 25,341,775,484円 27,076,321,631円

受益権総口数 20,923,222,533口 21,259,196,822口 21,475,161,119口 21,875,078,068口 22,687,421,631口 23,679,032,715口

１万口当たり基準価額 10,765円 10,959円 10,995円 10,904円 11,170円 11,435円

（注）当作成期首元本額は21,109,834,839円、当作成期間（第86期～第91期）中において、追加設定元本額は5,836,304,672円、

同解約元本額は3,267,106,796円です。

○年４回決算コース

項目
第30期末 第31期末

2020年11月10日 2021年２月10日

純資産総額 8,840,274,124円 8,621,439,939円

受益権総口数 8,019,183,699口 7,532,144,863口

１万口当たり基準価額 11,024円 11,446円

（注）当作成期首元本額は8,433,268,584円、当作成期間（第30期～第31期）中において、追加設定元本額は1,019,888,951円、同

解約元本額は1,921,012,672円です。

○年２回決算コース

項目
第10期末

2021年２月10日

純資産総額 4,322,970,904円

受益権総口数 2,340,027,115口

１万口当たり基準価額 18,474円

（注）期首元本額は2,788,991,466円、当作成期間中において、追加設定元本額は473,736,511円、同解約元本額は922,700,862円

です。
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組入上位ファンドの概要

＜ＧＳ米国フォーカス・グロース＞（2019年12月31日現在）
＊組入れファンドの決算は、年１回（毎年12月末）です。したがって、本報告書作成時点で入手可能な2019年12月31日時点までの

状況をご報告申し上げます。

○純資産価格等の推移について（2019年１月１日～2019年12月31日まで）

（注１）分配金再投資純資産価格は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用

の実質的なパフォーマンスを示すものです。

（注２）分配金再投資純資産価格は、2018年12月28日の純資産価格を起点として指数化しています。

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

18/12 19/2 19/4 19/6 19/8 19/10 19/12
(年/月)

(米ドル)

純資産価格

分配金再投資純資産価格

○費用明細（単位：米ドル）
運用費用

投資顧問報酬 2,155,741

販売報酬 1,306,999

管理事務代行報酬 85,620

受託報酬 51,221

管理報酬 49,676

代行協会員報酬 46,129

監査報酬 43,856

保管費用 38,908

印刷費用 29,213

投資主サービス報酬 19,943

名義書換事務代行報酬 19,215

雑費 13,658

運用費用合計 3,860,179

（注１）費用明細は本報告書作成時点で入手可能な組入れ

ファンドの2019年１月１日から2019年12月31日まで

のものです。

（注２）費用明細は１万口当たりの情報の入手が困難である

ため、当外国投資信託証券の全てのクラスにかかっ

た金額を表示しております。
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○組入上位10銘柄
（組入銘柄数：18銘柄）

銘柄 業種＊ 比率

１ アルファベット
コミュニケーショ

ン・サービス
9.1％

２ エヌエックスピー・セミコンダクターズ 情報技術 7.2％

３ ボストン・サイエンティフィック ヘルスケア 7.0％

４ ＣＳＸ 資本財・サービス 6.8％

５ フェイスブック
コミュニケーショ

ン・サービス
6.8％

６ ビザ 情報技術 6.8％

７ アドビ 情報技術 5.9％

８ アストラゼネカ ヘルスケア 5.7％

９ ハネウェルインターナショナル 資本財・サービス 5.0％

10 ナイキ 一般消費財・サービス 4.6％

情報技術
24.3％

ヘルスケア
19.7％

コミュニケーション・
サービス
15.9％

資本財・サービス
11.8％

一般消費財・サービス
9.1％

不動産
6.2％

生活必需品
4.6％

金融
3.9％

現金等
4.5％

○業種＊別配分

（注）上記の比率は全て組入れファンドの純資産総額に対する割合です。

＊組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

その他現金等
4.5％

外国株式等
95.5％

○資産別配分

オランダ
7.2％

イギリス
5.7％

現金等
4.5％

米国
82.6％

○国別配分

米ドル
100.0％

○通貨別配分

＊業種は、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。
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＜ゴールドマン・サックスＵＳ＄リキッド・リザーブズ・ファンド＞（2020年６月30日現在）
＊組入れファンドの決算は、年１回（毎年12月末）です。したがって、本報告書作成時点で入手可能な2020年６月30日時点までの

状況をご報告申し上げます。

○純資産価格等の推移について（2020年１月１日～2020年６月30日）

10,400

10,500

10,600

10,700

10,800

10,900

11,000

19/12 20/2 20/4 20/6
(年/月)

(米ドル)

純資産価格

○費用明細（単位：米ドル）
費用

投資顧問報酬 43,482,799

管理会社報酬 2,318,213

管理事務代行報酬 760,534

保管費用 1,352,235

販売報酬 1,562,849

名義書換事務代行報酬 261,720

監査報酬 7,623

取締役報酬 9,888

弁護士報酬 8,126

保険費用 95,145

印刷費用 18,609

その他費用 995,370

費用合計 50,873,111

投資顧問報酬調整額 (12,131,564)

運用費用合計 38,741,547

（注１）費用明細は本報告書作成時点で入手可能な組入れ

ファンドの2020年１月１日から2020年６月30日まで

のものです。

（注２）費用明細は１万口当たりの情報の入手が困難である

ため、当外国投資信託証券の全てのクラスにかかっ

た金額を表示しております。
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譲渡性預金証書
23.6％

定期預金
12.2％

コマーシャル・
ペーパー
37.4％

国債
21.5％

現先取引
7.9％

社債
0.9％ その他

-3.4％

○資産別配分

アメリカ
37.6％

日本
12.7％

フランス
11.5％

カナダ
8.6％

イギリス
6.1％

オランダ
5.0％

オーストラリア
3.2％

スウェーデン
3.2％

その他
12.2％

○国別配分

○組入上位10銘柄
（組入銘柄数：335銘柄）

銘柄 種別 通貨 比率

１
Sumitomo � Mitsui � Banking�
Corp�Repo�0.090%�2020/1/7

現先取引 米ドル 4.7％

２
United� States� Treasury�
Bill�0.153%�2020/10/22

国債 米ドル 2.5％

３
Citigroup�Global�Markets�
Inc�Repo�0.120%�2020/1/7

現先取引 米ドル 2.3％

４ Royal�Bank�of�Canada�0.090%�2020/1/7 定期預金 米ドル 2.3％

５ HSBC�Bank�Plc�0.120%�2020/1/7 定期預金 米ドル 2.2％

６ DNB�Bank�ASA�0.070%�2020/1/7 定期預金 米ドル 2.1％

７
United� States� Treasury�
Bill�0.121%�2020/7/7

国債 米ドル 2.1％

８
Toronto-Dominion � Bank/
The�0.150%�2020/6/7

コマーシャル・
ペーパー

米ドル 2.1％

９
United� States� Treasury�
Bill�0.134%�2020/7/16

国債 米ドル 1.9％

10
United� States� Treasury�
Bill�0.123%�2020/6/8

国債 米ドル 1.8％

米ドル
100.0％

○通貨別配分

（注）上記の比率は全て組入れファンドの純資産総額に対する割合です。

＊組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。


