
■信託期間5年の単位型投資信託です。
■金への実質的な投資は、米ドル建て上場投資信託を通じて行います。投資先の上場投資信託は、「iシェアーズ ゴールド・トラスト」受益証券（以下「投資先
   ETF」といいます。）です。
■原則として、投資先ETFと日本の短期公社債等への投資比率は概ね85％：15％とします。
■投資先ETFについて、対円での為替ヘッジを行い、為替リスクの低減をはかります。
■日々の基準価額が、12,000円以上となった時点で、短期公社債、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替え、その後、原則として1ヶ月程度で
   繰上償還を行います。

＊分配金は過去の実績であり、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
＊分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により分配を行わない場合
   もあります。

【ファンドの特色】

*基準価額は1万口当たりとなっています。

＊基準価額は、信託報酬控除後の値です。
＊投資先ETFの運用管理費用を含めた実質的な信託報酬率は、純資産総額に対して年率0.9265%程度（概算、税込み）です。
   詳細は、【お申込みメモ】の【信託財産で間接的にご負担いただく費用】の項目をご覧ください。
＊上記グラフは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

＊騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、課税前分配金再投資基準価額です。
   上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
＊「課税前分配金再投資基準価額」とは、基準価額に各収益分配金（課税前）を、その分配が行われる
   日に全額再投資したと仮定して算出したものであり、当社が公表している 基準価額とは異なります。
＊騰落率は各月末営業日で計算しています。
  （各月末が休業日の場合は前営業日の値で計算しています。）

＊運用資産構成比率は純資産総額に対する評価額の割合で、小数点以下第2位を四捨五入して
   表示しています。また、四捨五入の関係上合計が100%にならない場合もあります。

【基準価額・純資産総額の推移】

【基準価額・純資産総額】

【分配金実績(1万口当たり、課税前）】 【運用資産構成比率】

【ファンドの騰落率（課税前分配金再投資）】

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりま
すが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内
容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）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。ファンド運用による損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。投資信託は預金や保険契約とは異なり、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。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）
等がかかります。
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＊iシェアーズ®、あるいはiShares®は、ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイの登録商標です。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイは、当資料の
内容・作成に関し、いかなる責任も負いません。また、ゴールド・ターゲット・ファンドへの投資に関して、いかなる意見、保証および条件を表明していません。

【市況概況と今後の見通し】

　当月の金価格は、前月からの上昇基調が継続し、続伸しました。月初は、2014年1 月の中国製造業購買担当者景気指数（PMI）が昨年12月
に続き前月を下回ったことや、同じく2014年1月の米ISM製造業景況指数が事前予想以上に低下したことを受けて、米ドル安となったことから、
金価格は上昇してスタートしました。中旬以降も、米経済指標の悪化等を背景に米国が量的金融緩和策第三弾（以下「QE3」といいます）縮小を
継続できるほど景気が力強いのか懐疑的な見方が強まり、米ドル安が続いたことから金価格は続伸し、1トロイオンス当たり1,300米ドル台を回
復しました。その後、2014年1月の米連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録が公表され、QE3縮小ペースを減速させることを検討していなかっ
たことが判明したため、一旦金価格は上値を抑えられましたが、月末にかけては、ウクライナ情勢の混乱やイエレン米連邦準備理事会（FRB）
議長の議会証言等が金価格を押し上げました。結局、当ファンドの基準価額算出期間における金現物価格（ロンドン、午後、米ドルベース）は
7.22％上昇、投資先ETFの価格は6.97％上昇、当ファンドの基準価額は5.76％上昇して月を終えました。
　当月は、1月に引き続き米国の経済指標が弱含んだことから、QE3縮小ペースの減速が意識され米ドルが下落したため、金価格は上昇しまし
た。しかしながら、2014年を通じてQE3縮小が予定通り進められていくことが想定される中、当材料のみをもって金価格が上値を追うような展開
となることは難しいと見ています。一方で、月末には、ロシア議会が情勢が正常化するまでウクライナ国内でロシア軍が行動することを全会一
致で承認したこと等を受け、ウクライナ情勢は一気に緊迫化しました。また、アジア地域においても、安倍首相の靖国神社参拝以降にみられる
日中間の緊張の高まりや北朝鮮の短距離弾道ミサイルの発射等、地政学リスクに影響を与えるイベントが続く中、有事の金として買われる局
面も想定されます。金価格は2月末時点で年初来10％以上上昇していますが、地政学リスクの更なる高まりによって上値を模索する展開もある
と見ています。
　なお、当ファンドが組み入れている国庫短期証券の利回りは、海外投資家等の強い需要を背景に0.04％程度まで低下しました。今後も、引き
続き日本銀行による資金供給は断続的に行われると考えられることから、短期金利は低水準で推移していくものと予想しています。

 iシェアーズ ゴールド・トラスト 85.2%

 国庫短期証券 10.4%

 コール・ローン等 4.4%

2014/2/28 2014/1/31 前月比

基準価額 8,042円 7,604円 438円

純資産総額 9.6億円 9.2億円 0.4億円
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【日本の短期証券利回りの推移】

＊日本の短期証券利回りとして国庫短期証券3ヵ月物の利回りを表示しています。
＊短期証券利回りの値は傾向をみるための参考値であり、当ファンドの保有して
   いる短期公社債等の実際の利回りを示すものではありません。

＊為替ヘッジ・コストは、各時点の米ドル円レートの対顧客先物相場（3ヵ月）の
   仲値と対顧客電信売買相場の仲値をもとに年率換算して算出しています。
＊為替ヘッジ・コストの値は傾向をみるための参考値であり、当ファンドにおける
   実際の為替ヘッジ・コストを示すものではありません。

【投資先ETFと金価格の推移】

＊投資先ETFの価格はNYSEアーカ市場の終値（米ドル）、金はロンドン市場の
   金価格（米ドル）の午後の決め値（PM Fix）を表示しています。
＊月間騰落率は月末の当ファンドの基準価額に反映される月末 終営業日の
   前営業日の価格をもとに算出しています。
＊当ファンドの実際の値動きは、組み入れ比率や為替ヘッジ・コストなどの要因
   から、投資先ETFや金の価格と完全に連動するものではありません。

出所：投資信託協会のデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

＊本頁のグラフは過去のデータに基づき作成した資料であり、将来の傾向や運用成果等を保証または示唆するものではなく、
   当ファンドならびに投資先ETFの運用成績について何ら保証するものではありません。

【投資先ETFと金価格の推移】

【日本の短期証券利回りの参考値】

【為替ヘッジ・コストの参考値】

出所：Bloombergのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

出所：Bloombergのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成

【為替ヘッジ・コストの推移】
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2014/2/27 月間騰落率

投資先ETF 12.90米ドル 6.97%

金 1,332米ドル 7.22%
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当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがありますが、これら
の運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、外貨建て資産に投資した場合、為替変動リ
スクも加わります。したがって、ファンドにおける投資者の皆様の投資元本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、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異な
ります。

当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ファンドのリスクは下記に限定されるものではありません。

≪主な基準価額の変動要因≫

1.価格変動リスク（金）
金地金価格は、金市場における需給関係のみならず金利・為替など金融市場の変動、政治・経済動向など様々な
要因の影響を受けて変動します。当ファンドの投資先上場投資信託（ETF）の価格は、金地金価格の変動の影響を
受け、投資先上場投資信託（ETF）の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

2.価格変動リスク（公社債）
公社債の価格は、一般的に金利が上昇した時に下落し、金利が低下した場合に上昇します。当ファンドの基準価額
は、公社債の価格の変動の影響を受け、公社債の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

3.為替変動リスク
外貨建て資産は、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する変動の影響を受けます。
当ファンドでは、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジは、為替変動リスクを
完全に排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うヘッジ・コストは、基準価額の下落要因となります。

4.その他の留意点
●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。
●金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、受付を中止
  することやあるいは既に受付けた注文を取消すことがありますのでご注意ください。
●投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクが
  あります。

【繰上償還および満期償還についてのご留意事項】
●繰上償還価額、あるいは満期償還価額が、12,000円以上となることを保証するものではありません。
●基準価額が12,000円以上となった時点で、安定運用に切り替えますが、安定運用への切り替え時や切り替え後
  の市況動向、安定運用への切り替えに関わる売買コストなどの要因により、繰上償還価額が、12,000円を下回る
  ことがあります。
●基準価額が、12,000円以上となった翌営業日以降の換金申込を停止します。（既に受付済のお申込みについても
  取消させて頂きます。）
●満期償還日から起算して、6営業日前から償還日までは換金申込の受付は行いません。
●2017年2月16日以降基準価額が12,000円以上となった場合、安定運用への切り替えは行いますが、繰上償還は
  行いません。

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりま
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容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）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。ファンド運用による損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。投資信託は預金や保険契約とは異なり、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。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）
等がかかります。

【投資リスク】
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 ※当ファンドは購入申込の取り扱いは行っていません。

ファンド名
商品分類
当初設定日
信託期間
繰上償還

決算日
収益分配

換金申込不可日

換金申込締切時間
換金単位
換金価額

換金代金
換金制限
換金申込受付の
中止及び取消し

課税関係

お客さまには以下の費用をご負担いただきます。

【直接的にご負担いただく費用】（消費税率が5％の場合）

購入時手数料

信託財産留保額

【信託財産で間接的にご負担いただく費用】（消費税率が5％の場合）

運用管理費用
（信託報酬）等

その他費用・手数料

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、保有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。
 

ゴールド・ターゲット・ファンド
単位型投信／内外／資産複合
2012年3月16日（金）
原則として、2017年3月15日（水）までとします（2012年3月16日（金）設定）。
基準価額が12,000円以上となった時点で、安定運用に切り替え、その後、原則として1ヶ月程度で繰上
償還を行います。（繰上償還まで1ヶ月以上を要すことがあります。）
次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ信託契約
を解約し、信託を終了させること（繰上償還）ができます。
　・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
　・信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき
　・やむを得ない事情が発生したとき
原則として、毎年3月15日（休業日の場合は翌営業日）とします。
年1回の決算時に、分配方針に基づいて収益の分配を行います。ただし委託会社の判断で分配を
行わないことがあります。
販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は換金のお申込みはできません。
● ニューヨーク証券取引所の休業日
● ニューヨークの銀行休業日
また基準価額が12,000円以上となった翌営業日以降、あるいは満期償還日から起算して6営業日前から
償還日までは換金のお申込みはできません。
午後3時までに、販売会社が受付た分を当日のお申込み分とします。
販売会社が定める単位とします。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に、0.1％の率を乗じて得た
額）を控除した価額とします。
原則として換金申込受付日から起算して、7営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。
大口の換金には制限を行う場合があります。
基準価額が12,000円以上となった翌営業日以降の換金のお申込みの受付を停止します。（既に受付済の
お申込みについても取消させて頂きます）
金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、換金の
お申込みの受付を中止すること、および既に受付けた換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
益金不参入制度、配当控除の適用はありません。

現在購入のお申込みはできません。

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。

純資産総額に対して年率0.9265％※程度（税込）
　*当ファンドの運用管理費用（信託報酬）：年率0.714％（税抜0.68％）、投資先ETFの運用管理費用
　（信託報酬）：年率0.25％に当ファンドの純資産総額の85％を投資した場合の運用報酬を合算したものが
　お客さまに実質的にご負担いただく費用の概算値です。
※消費税率が8％となる平成26年4月1日以降は、0.9469％程度となります。

当ファンドからは、財務諸表監査に関する費用、信託事務の処理に要する費用、組入有価証券の売買の
際に発生する売買委託手数料等がファンドから支払われます。
※「その他の費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することが
できません。

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりま
すが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内
容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）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。ファンド運用による損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。投資信託は預金や保険契約とは異なり、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。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）
等がかかります。

【お申込みメモ】
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株式会社新生銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○

（2014年3月10日現在）

○

登録番号金融商品取引業者名（五十音順）

一般社団法
人第二種金
融商品取引

業協会

一般社団法
人金融先物
取引業協会

一般社団法
人日本投資
顧問業協会

日本証券業
協会

委託会社

受託会社

販売会社

新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）
03-6880-6448（受付時間：営業日の9時～17時）
ホームページアドレス：http://www.shinsei-investment.com/
登録番号    金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第340号
加入協会    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　協会会員番号　第011-01067号

三井住友信託銀行株式会社（信託財産の管理等）

下記参照（換金の取扱い・目論見書の交付等）

当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社が情報提供を目的として作成したもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりま
すが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、当資料のいかなる内
容も将来の投資収益を示唆・保証するものではありません。ファンドは、値動きのある資産（また、外貨建て資産の場合、この他に為替変動リスクもあります。）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。ファンド運用による損益は、すべて受益者のみなさまに帰属します。投資信託は預金や保険契約とは異なり、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。また元本や利回りの保証はありません。 販売会社が登録金融機関の場合は、証券会社と異なり、投資者保護基金の補償の対象ではありません。 投資信託の運用期間中は運用管理費用（信託報酬）
等がかかります。

【委託会社、その他関係法人】
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　当ファンドが、投資対象としております上場投資信託（ＥＴＦ）の名称が、平成25 年7 月1 日（米国東部時間）をもちまして、
以下の通り、変更となりましたのでお知らせいたします。
　　　　変更後： 「iシェアーズ ゴールド・トラスト」
　　　　変更前： 「iシェアーズ®・ゴールド・トラスト」
尚、今回の名称変更に伴う投資対象ETF並びに当ファンドの運用方針、方法などの変更はございません。

【投資先ETFの名称変更について】


