
 

■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0.9469％程度（概算、税込）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、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。 
＊分配金再投資基準価額とは、基準価額に収益分配金（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（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）
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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】 
 4月末の日本銀行の金融政策決定会合において、追加金融緩和が見送られたことをきっかけに米ドル安、株安が進み、金価格

は大きく上昇しましたが、その後は徐々に米ドル高が進んだことから金価格は押し下げられました。5月18日に公表された4月の米

国連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が6月の利上げに積極的な姿勢を示唆する内容であったことも、金価格の下げ足を強める

要因となりました。5月下旬にかけても、複数の連銀総裁が6月もしくは7月の利上げの可能性に言及する等、米国早期利上げ観測

が強まりをみせ、米ドル高に推移したことから金価格は下落基調となりました。月間では、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）は前月末比－2.50％、投資先ETFの価格は同－2.83％となり、当ファンドの基準価額は

同－2.71％となりました。 

 引き続き金価格にとっては、米国の金融政策に関する動向が最も大きな関心事になるとみています。当月、米国の早期の利上

げ観測が強まるにつれ、米ドル高に推移し、金価格は下落しました。早期利上げの可能性はある程度、金価格に織り込まれたと

みていますが、実施される段階において、一段の下落も想定されます。一方で、米国の金融・経済動向だけでなく、中国等の米国

外の経済動向にも注視する必要があるとみています。外部環境が悪化することにより、追加利上げが困難な状況になることも想

定され、その場合、金価格は大きく上昇する可能性もあるとみています。 

 なお、当ファンドの15％相当分については、コールローンによる運用を行いました。当該部分については、今後も短期金融市場

の動きを注視しながら運用を行っていく方針です。 

 iシェアーズ ゴールド・トラスト 85.9%

 国庫短期証券 0.0%

 短期金融商品等 14.1%

2016/5/31 2016/4/28 前月比

基準価額 7,061円 7,258円 -197円

純資産総額 4.8億円 5.1億円 -0.4億円

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来

ファンド -2.71% -1.59% 10.22% -1.06% -17.83% -29.39%
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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最終営業日の 
   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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(％) 

2016/5/30 月間騰落率

投資先ETF 11.68米ドル -2.83%

金 1,216米ドル -2.50%
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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。 
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【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8％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8％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。 
益金不算入制度、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0.9469％程度（税込） 
 *当ファンドの運用管理費用（信託報酬）：年率0.7344％（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。 
 
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 ○

金融商品取引業者名（五十音順）

（2016年6月10日現在）

○

登録番号

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  

 
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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