
ファンド通信ファンド通信

商 号 等 ︓ アセットマネジメントOne株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第324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

※巻末の「ご注意事項等」をご確認ください。

0

100

200

300

400

500

600

700

08/7 10/7 12/7 14/7 16/7 18/7

CDS

過去平均値

販売補助資料
2020年6⽉5⽇

1

出所︓トムソン・ロイターのデータをもとにアセットマネジメントOne作成

プライムOne2020-06を取り巻く環境について
新型コロナウイルスの感染拡⼤を背景とした市場混乱により、基準価額に影響を与える発⾏体等の信⽤⼒と国際
分散投資戦略指数のパフォーマンスが悪化しています。しかし、発⾏体等の信⽤リスクについては、発⾏体固有
の要因によるものではないと考えています。また、国際分散投資戦略指数については、独⾃の計量モデルに基づ
いて資産構成⽐率を変更したことで、株式よりも下落幅を抑制できています。

◆信⽤リスクの上昇要因

※当資料では、アセットマネジメントOneが設定・運⽤するプライムOne2020-06と同様のスキームの公募投資信託を合わせてプライムOneシリーズ
と記載することがあります。また、シリーズ運⽤開始時とは2018年8⽉1⽇を指します。

ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称︓プライムOne2020-06
単位型投信／内外／資産複合／特殊型（条件付運⽤型）
※課税上は株式投資信託として取り扱われます。 ※当ファンドは、特化型運⽤を⾏います。

当ファンドの基準価額の主な変動要因は①国内⾦利、②発
⾏体等の信⽤リスク、③国際分散投資戦略指数のパフォーマ
ンスです。

⾜もとでは、新型コロナウイルス感染拡⼤を背景とした市
場混乱により、プライムOneシリーズ運⽤開始時と⽐べ、発
⾏体等の信⽤⼒と国際分散投資戦略指数のパフォーマンスが
悪化しています。

ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク＊1（以下、同社）の信⽤⼒の状況を表すクレジット・デフォル
ト・スワップ（CDS）＊2が、2⽉中旬から3⽉中旬にかけて急激に上昇（信⽤⼒が低下）しました。しかしながら、⽶
国の⾦融機関のうち、同社と同程度の信⽤⼒を有すると考えられる⾦融機関（シティ・グループやモルガン・スタン
レー等）のCDSも同様の推移となっていることから、⾜もとのCDSの上昇は、新型コロナウイルスの感染拡⼤を背景
とした市場の懸念・混乱によるものであり、同社固有の要因によるものではないと考えられます。なお、同社のCDS
は、コロナ・ショックの影響で⼀時的に上昇したものの、5⽉末時点での同社のCDSは110bps＊3と、2008年7⽉以降
の平均である152bpsを下回る⽔準まで回復しています。

各社のCDSの推移

※期間︓2018年8⽉1⽇〜2020年5⽉29⽇（⽇次）
※上記は期間10年のCDSです。

（bps）

同社のリーマン・ショック後のCDSの推移

＊1 当ファンドが投資するゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナル発⾏の円建債券はザ・ゴールドマン・サックス・グ
ループ・インクによる保証が付されます。

＊2 CDSとは、発⾏体の信⽤リスクを対象とするデリバティブの⼀種で、発⾏体の信⽤リスクが⾼まるとCDSの値が⾼くなる傾向があります。
＊3 1bps（ベーシスポイント）は0.01％を表します。

（bps）

（年/⽉） （年/⽉）
※期間︓2008年7⽉21⽇〜2020年5⽉29⽇（⽇次）
※上記は期間10年のCDSです。

5⽉末現在、リーマン・ショック
後の平均を下回る
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※上記は過去の情報または作成時点の⾒解であり、市場環境の変動等により予告なく変更される場合があります。また、上記は将来の運⽤成果等を⽰唆・保
証するものではありません。
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⽶景気後退期
全⾦融機関
⾦融機関のうち総資産5,000億ドル超のもの
⾦融機関のうち総資産500億ドル超5,000億ドル未満のもの
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◆⾼⽔準の⾃⼰資本⽐率

※上記は過去の情報および過去の実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。

リーマン・ショック以降、国際的に⾦融機関への規制が強化・整備されて⾏く流れのなかで、⽶国の⾦融機関各社は、⾃
⼰資本強化の動きを強めており、⽶国の⾦融機関全体の⾃⼰資本⽐率はリーマン・ショック時やそれ以前の景気後退期に
⽐べ、⾼⽔準で推移しています。同社も例外ではなく、⾃⼰資本⽐率13.4％とバーゼル規制＊1が要求する⽔準8.0％を⼗
分に上回る⽔準となっており、⾼い財務健全性がうかがえます。

国際分散投資戦略指数は、コロナ・ショックの影響から2⽉20⽇から5⽉29⽇にかけて、⽇本株式▲5.9％、世界株式
▲14.4％となるなか、5.8％の下落となりました。

同指数は株価指数先物と債券先物で構成されており、⽬標リスク⽔準を年率３％程度として独⾃の計量モデルに基づき資
産構成⽐率を決定することから、同指数の下落率を抑制することができました。

（ご参考）国際分散投資戦略指数と各資産の推移

※期間︓2018年8⽉1⽇〜2020年5⽉29⽇（⽇次）
※2018年8⽉1⽇の値を100として指数化
出所︓Solactive社、ブルームバーグのデータをもとにア

セットマネジメントOne作成

⽶⾦融機関の普通株式等Tier1＊2⽐率の推移

※期間︓2001年3⽉末〜2019年12⽉末（四半期）

＊1 バーゼル規制（BIS規制）とは、バーゼル銀⾏監督委員会が公表
している、国際的に活動する銀⾏の⾃⼰資本⽐率等に関する国
際統⼀基準のこと。

＊2 Tier1とは、国際決済銀⾏(BIS)の⾦融機関に対する⾃⼰資本⽐
率規制の中で使われる⾃⼰資本の概念の1つで、⾦融機関が損失
を被った場合に、損失を吸収するための⾃⼰資本のうち、重要
性が強調されている基本的項⽬のこと。

出所︓トムソン・ロイター、ニューヨーク連銀のデータをもとにア
セットマネジメントOne作成

◆国際分散投資戦略指数について
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※⽶国株式︓ダウ・ジョーンズ⼯業株価平均（円ベース、配

当込み）、世界株式︓MSCI AC ワールドインデックス（円
ベース、配当込み）、⽇本株式︓⽇経平均株価（配当込
み）、世界債券︓FTSE世界国債インデックス（円ベース）。

※左記4指数は、市場動向をご理解いただくための参考とし
て記載したものであり、国際分散投資戦略指数のベンチ
マークではありません。
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ファンドの特⾊

ファンドはゴールドマン・サックスが発⾏する円建債券＊1（以下、ゴー
ルドマン・サックス社債）に⾼位に投資＊2し、設定⽇から約10年後の満
期償還時の当ファンドの償還価額＊3について、元本確保をめざします＊4。

1.

＊1 ゴールドマン・サックス・ファイナンス・コープ・インターナショナルが発⾏し、ザ・ゴールドマン・サックス・グルー
プ･インクによる保証が付されます。

＊2 満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄⼊替は⾏いません。
＊3 ファンドは、信託期間約10年の単位型投資信託です。
＊4 投資する債券の発⾏体等が債務不履⾏となった場合等には、元本確保できない場合があります。信託期間中にファンドを

解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、解約価額や償還価額が元本を下回る場合があります。

ファンドは国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマ
ン・サックス社債の利⾦を獲得することをめざします。

2.

•国際分散投資戦略指数は、アセットマネジメントOne株式会社とアセットマネジメントOne U.S.A.・イン
クが共同開発した独⾃の計量モデルに基づき算出されます。

•国際分散投資戦略指数は、株価指数先物（⽇本、⽶国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、
⾹港等）、債券先物（⽇本、⽶国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等）で構成されます。

•国際分散投資戦略指数は⽬標リスク⽔準を年率3％程度とします。
※上記数値は⽬標値であり、常にリスク⽔準が⼀定であること、あるいは⽬標値が達成されることのいずれも約束するものではあ

りません。また、上記数値はリスク⽔準の⽬標を表すものであり、年率3％程度の収益を⽬標とすることを意味するものではあり
ません。

•ゴールドマン・サックス社債の利⾦は固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出されます。
・固定クーポンは、毎期⼀定⽔準⽀払われます。
・実績連動クーポンは、運⽤開始基準⽇以来＊5の国際分散投資戦略指数の1年当たりの収益率（累積収益

率を経過年数で割った率）＊6にほぼ連動する⽔準＊7に決定します。

＊5 運⽤開始基準⽇は2020年7⽉1⽇です。
＊6 1年当たりの収益率はファンド決算⽇の3〜4週間程度前に決定します。
＊7 連動する⽔準は100％をめざしますが、ファンド設定時の市場環境等によっては100％を下回る場合があります。

ファンドはゴールドマン・サックス社債の利⾦収⼊から諸コスト等＊8を
差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を⾏うことをめざ
します。

3.

＊8 信託報酬（成功報酬を含む）およびその他の費⽤等です。
※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。分配対象額が少額の場合

には、分配を⾏わない場合があります。

●当ファンドは、特化型運⽤を⾏います。特化型運⽤ファンドとは、投資対象に⼀般社団法⼈投資信託協会
規則で定める⽐率（10％）を超える⽀配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が⾼いファ
ンドをいいます。

●当ファンドは、ゴールドマン・サックス社債に集中して投資を⾏いますので、当該債券の発⾏体等に経営
破たんや経営・財務状況の悪化などが⽣じた場合には、⼤きな損失が発⽣することがあります。

※当ファンドは、満期償還時における元本確保をめざしますが、元本の確保を保証するものではありません。
※資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020－06（以下「当ファンド」）は、アセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）が設定・運⽤を
⾏います。「ゴールドマン・サックス」は、Goldman Sachs & Co. LLC. （以下「使⽤許諾者」）の⽇本およびその他の国において登録された商標です。アセットマネジメントOneおよ
びその関連会社は、使⽤許諾者またはその関連会社・関係会社（以下「ゴールドマン・サックス」と総称）との間に資本関係はありません。ゴールドマン・サックスは、当ファンドの設定ま
たは販売に何らの責任も有しておらず、当ファンドの設定または販売にこれまで関与したこともありません。ゴールドマン・サックスは、当ファンドの受益者または公衆に対し、有価証券⼀般
もしくは当ファンドへの投資の適否、当ファンドが⼀般市場もしくは指数実績を追跡する能⼒の有無もしくは投資リターンを提供する能⼒の有無に関して、明⽰的か黙⽰的かを問わず、
いかなる表明または保証も⾏っておりません。使⽤許諾者とアセットマネジメントOneの関係は、当ファンドに関する使⽤許諾者の商標の使⽤許諾に限られます。指数計算機関
（Solactive社）または参照戦略スポンサー（ゴールドマン・サックス・インターナショナル）およびそれらの関連会社は、国際分散投資戦略指数に関する品質、正確性および／または
完全性について、何ら保証するものではありません。また、内容を制限することなく、いかなる場合においても、直接的、間接的、特別、懲罰的、派⽣的またはその他の損害（逸失利
益を含みます。）について、契約、不法⾏為その他のいずれによるかを問わず、いかなる者に対しても何ら責任を負いません。

指数の著作権等
・ダウ・ジョーンズ⼯業株価平均は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社の商品であり、これを利⽤するライセンスが委託会社に付与されています。S&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLCまたはその関連会社は、いかなる指数の資産クラスまたは市場セクターを正確に代表する能⼒に
関して、明⽰または黙⽰を問わずいかなる表明または保証もしません。また、ダウ・ジョーンズ⼯業株価平均のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても⼀切責任を負いません。
・「⽇経平均株価」は、株式会社⽇本経済新聞社によって独⾃に開発された⼿法によって、算出される著作物であり、株式会社⽇本経済新聞社は、「⽇経平均株価」⾃体お
よび「⽇経平均株価」を算定する⼿法に対して、著作権その他⼀切の知的財産権を有しています。
・MSCI AC ワールドインデックスに関する著作権、知的財産権その他⼀切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を
停⽌する権利を有しています。
・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関す
るすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

ご注意事項等
・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
・当資料は情報提供を⽬的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を⽬的とするものではありません。
・当ファンドは、債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組⼊有価証券の発⾏者に係る信⽤状況等の変
化により基準価額は変動します。このため、投資者の皆さま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、投資元本を割り込むことがあります。
ファンドの運⽤による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯⾦とは異なります。
・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。
また掲載データは過去の実績であり、将来の運⽤成果を保証するものではありません。
・当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
・投資信託は
１．預⾦等や保険契約ではありません。また、預⾦保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購⼊していない場合には投資

者保護基⾦の対象にもなりません。
２．購⼊⾦額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購⼊⾦額を下回る場合がありますが、これによる損失は購⼊者が負担することとなります。

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。）
2020年6⽉5⽇時点

（原則、⾦融機関コード順）

●その他にもお取扱いを⾏っている販売会社がある場合があります。また、上記の販売会社は今後変更になる場合があるため、販売会社または
委託会社の照会先までお問い合わせください。

商号 登録番号等
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

備考

株式会社りそな銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第3号 ○ ○ ○
株式会社埼⽟りそな銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第593号 ○ ○
株式会社関⻄みらい銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第7号 ○ ○
朝⽇信⽤⾦庫 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第143号 ○
第⼀⽣命保険株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第657号 ○ ○
いちよし証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第24号 ○ ○
⼤和証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第108号 ○ ○ ○ ○
中銀証券株式会社 ⾦融商品取引業者 中国財務局⻑（⾦商）第6号 ○
とうほう証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東北財務局⻑（⾦商）第36号 ○
第四北越証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第128号 ○
株式会社東和銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第60号 ○ ※1
⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第181号 ○ ○ ※1

※1 6⽉8⽇取扱開始予定


