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※最終ページの「投資信託ご購⼊の注意」をご確認ください。
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2018年10⽉1⽇に設定・運⽤を開始した「フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイ
ティ・ファンド（愛称：ライジング・フューチャー）」の⾜元の運⽤状況等をご案内いたします。

※業種、国・地域別の組⼊⽐率は組⼊株式評価額に対する割合、ポート
フォリオ構成の組⼊⽐率は純資産総額に対する割合です。

※業種は、世界産業分類基準（GICS）の業種分類に基づいています。
※⽐率の合計は、四捨五⼊の関係で100％とならない場合があります。
※MSCIワールド・スモール・キャップ・インデックスは、投資対象市
場における代表的な指数としてご理解を深めていただくための参考と
して記載しており、当ファンドのベンチマークではありません。
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出所：MSCI、フィッシャー社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の情報または運⽤実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。
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2※最終ページの「投資信託ご購⼊の注意」をご確認ください。

順位 銘柄名 業種 国・地域 組⼊⽐率
（％） 銘柄概要

1 ワイヤーカード 情報技術 ドイツ 3.4
インターネットの⽀払・処理サービスを提供。オンライン⽀
払、電⼦送⾦サービス、不正防⽌、ビジネスソリューション
のソフトウエアとシステムを⼿がける。コールセンターサー
ビスの事業も展開。

2 ドミノ・ピザ ⼀般消費財・
サービス ⽶国 3.0

グローバルの宅配ピザ会社。会社所有とフランチャイズのド
ミノ・ピザ店を、⽶国をはじめ世界各国で運営。⽶国内外の
特定地域で⽣地の製造・販売センターも保有。

3 アライン・テク
ノロジー ヘルスケア ⽶国 2.7

医療システム開発会社。透明で取り外し可能なマウスピース
型カスタムメイド⻭科矯正装置「インビザライン・システ
ム」の設計、製造、販売を⾏う。世界各地で事業を展開。

4
SVBファイナン
シャル・グルー
プ

⾦融 ⽶国 2.6
テクノロジーとライフサイエンスのニッチ市場の新興・中規
模成⻑企業向けに、商業銀⾏サービスを提供。⽶国カリフォ
ルニア州シリコンバレーおよび⽶国内の他の地域・州で事業
を展開。

5 アシュテッド・
グループ

資本財・
サービス 英国 2.3

建設・産業機器のレンタルを⼿がける。⽶国および英国で事
業を展開。収益の⼤部分は北⽶事業であり、サンベルトのブ
ランドで600近くの拠点を展開。

6
エマージェン
ト・バイオソ
リューションズ

ヘルスケア ⽶国 2.3
グローバルな特殊バイオ医薬品メーカー。⽣物学的・化学的
脅威や新興感染症⽤の医療対策の製品ポートフォリオを開発、
製造、提供する。病院および診療所向けの治療法とその他専
⾨製品の開発・商品化も⼿がける。

7 ヘモネティクス ヘルスケア ⽶国 2.3
⾎液の⾃動処理システムの設計、製造、販売を⼿がける医療
機器メーカー。同社の製品は、外科⼿術中の⾎液回収、⾎液
成分の分離回収、⾎しょうの採取などに使⽤される。主に⽶
国外の市場で製品を販売する。

8 フェア・アイ
ザック 情報技術 ⽶国 2.2

信⽤リスク分析やコンサルティングなどのサービスを提供。
世界の企業を対象に、効率的な顧客獲得、顧客価値の向上、
不正利⽤の削減、コスト低減、効果的な新規市場開拓などを
⽀援する。

9 タブロー・ソフ
トウエア 情報技術 ⽶国 2.0

情報の分析およびデータ視覚化ソフトウエアを提供。顧客は
⾃社のブログやウェブサイトでのデータ共有が可能となる。
⽶国で事業を展開。

10 コーセー ⽣活必需品 ⽇本 1.9
メークアップおよびスキンケア、ヘアケア商品などの化粧品
の製造・販売を⾏う。⽇本国内のほか、⾹港、中国、シンガ
ポール、マレーシアを中⼼に販売を⾏う。

※2018年10⽉3⽇時点
※組⼊⽐率は、組⼊株式評価額に対する割合です。
※業種は、GICSの業種分類に基づいています。
出所：フィッシャー社のデータおよび各種資料をもとにアセットマネジメントOne作成
※上記は過去の運⽤実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆・保証するものではありません。今後も上記銘柄の保有を継続するとは限りません。
また、当該個別銘柄の掲⽰は、取引の推奨を⽬的としたものではありません。

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー

組⼊上位10銘柄

銘柄数：98銘柄
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3※最終ページの「投資信託ご購⼊の注意」をご確認ください。

当ファンドは、マクロデータから⾜元と先⾏きの市場環境を分析し、国・地域、業種や投資テーマの相対的な
魅⼒度から配分⽐率を決定し、個別銘柄の選択へと落とし込んでいくトップダウン・アプローチを駆使して世界
の⼩型株式に投資を⾏っています。世界経済のグローバル化が進む環境のなかでは、たとえ規模の⼩さい企業で
あっても業績が世界の景気動向に左右され、少なからずそれが株価に影響を与えていると考えられます。した
がって、世界の景気動向を深く理解し、トップダウン・アプローチによって銘柄を選定することは、その恩恵を
受けることが期待される企業を選定することでもあり、それが銘柄選定の能⼒を⾼めることにつながると考えて
います。

現在、世界経済は拡⼤局⾯の後半を迎えているとみており、そのような局⾯で相対的に⼤きなリターンの獲得
が期待できると思われる国・地域、業種や投資テーマに注⽬しています。また、世界景気を⾒通すうえで重要な
各国の財政政策に⽬を向けると、欧州については2018年の終わりにかけて量的⾦融緩和の縮⼩が⾒込まれます。
欧州は⻑期に渡る歴史的な⾦融緩和策が銀⾏に対して悪影響を与えてきましたが、その出⼝が明確になってきた
ことで、銀⾏貸出が促進され、企業活動の活性化へとつながることが期待されます。また11⽉には⽶国で中間選
挙が近づいていますが、過去のデータを1930年代まで遡ってみても、中間選挙のある四半期とその翌四半期、
翌々四半期にかけては87%の確率で上昇相場だったことから、これを「87%の奇跡」と当社では呼んでいます。
当ファンドは52％を⽶国に配分（2018年10⽉3⽇時点）していますが、この上昇が期待される相場においては、
⽶国に始まり、グローバル株式についても拡⼤する経済の追い⾵を受けると考えているため、当社ではグローバ
ル株式市場に対して楽観的な⾒解を維持しています。

こうした環境のなか、引き続き国・地域別ではドイツを、業種別では情報技術とヘルスケアを強気にみていま
す。また、注⽬している投資テーマとしては、景気拡⼤の後半期に選好されやすいハイクオリティ銘柄（資本の
効率性および財務の健全性をもつ銘柄）、中⻑期的に需要拡⼤が⾒込めるオンライン関連銘柄、企業の重要課題
である⽣産性向上に貢献できるクラウドやロボット関連銘柄、消費者の注⽬度が急速に⾼まっているIoT（モノ
のインターネット）関連銘柄などがあげられます。こうした国・地域、業種や投資テーマに絞って個別銘柄の調
査を⾏うことによって、より効率的に投資魅⼒度の⾼い銘柄を発掘することが可能と考えています。

当社は⼩型株式運⽤にトップダウン・アップローチを⽤いる数少ない運⽤会社の⼀つです。2018年6⽉30⽇
時点で、グループ全体では約980億⽶ドルの資産をお預かりしており、またその内約420億⽶ドルがプロである
機関投資家のお客さまの資産です。こうして多くの資産をお預けいただいているのは、1979年に初めて資産を
⼀任でお預りして以来、当社のゴールは常にお客さまを第⼀とすることを旨に運⽤を続けてきたからであると考
えています。今後ともお客さま第⼀の運⽤を続けてまいりますので、当社の資産運⽤サービスを皆さまの資産形
成にお役⽴ていただければ幸いです。

※上記の⾒通しおよび運⽤⽅針は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。

フィッシャー社からのメッセージ

指数の著作権等
●MSCIワールド・スモール・キャップ・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。

●世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poorʼs Financial Services LLC（S&P）により開
発された、MSCIおよびS&Pの独占的権利およびサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社に対し、その使
⽤が許諾されたものです。MSCI、S&P、およびGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者のいずれも、
かかる基準および分類（並びにこれらの使⽤から得られる結果）に関し、明⽰黙⽰を問わず、⼀切の表明保証をなさず、こ
れらの当事者は、かかる基準および分類に関し、その新規性、正確性、完全性、商品性および特定⽬的への適合性について
の⼀切の保証を、ここに明⽰的に排除します。上記のいずれをも制限することなく、MSCI、S&P、それらの関係会社、およ
びGICSまたはGICSによる分類の作成または編纂に関与した第三者は、いかなる場合においても、直接、間接、特別、懲罰
的、派⽣的損害その他⼀切の損害（逸失利益を含みます。）につき、かかる損害の可能性を通知されていた場合であっても、
⼀切の責任を負うものではありません。

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー
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わが国を含む世界の⾦融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。以下同
じ。）＊の中から、主として、⼩型株式に投資を⾏います。
＊ＤＲ（預託証書）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表⽰する証券および証書等を含みます。

 株式の組⼊⽐率は、原則として⾼位を保ちます。
 組⼊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。

ポートフォリオの構築にあたっては、各国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分
析し、トップダウン・アプローチによってマクロビュー＊を策定します。それらのマクロ
ビューが反映されるように、精査した銘柄に分散投資を⾏います。
＊⼀国または複数の国にまたがって影響を与えるような政治的・経済的動向の⾒通し

運⽤指図に関する権限の⼀部（有価証券等の運⽤の指図に関する権限）を、フィッ
シャー・アセットマネジメント・エルエルシーに委託します。

ファンドの特⾊

1

3

※最終ページの「投資信託ご購⼊の注意」をご確認ください。

2

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。

運⽤プロセス

グローバル⼩型株式

マクロ要因による選別

投資適格判断による選別

投資候補銘柄

ファンダメンタルズ分析
などによる選別

ポートフォリオ
（70~115銘柄程度）

トップダウン・アプローチ

ケネス・フィッシャー⽒を含むポートフォリオ・マネージャーからなるイン
ベストメント・ポリシー・コミッティ(投資政策委員会)が「経済分析」「政治
分析」「センチメント（市場⼼理）分析」の3つの分析からマクロビューを策
定する。
国・地域、業種、投資テーマによる絞込みを⾏う。

マクロ要因による選別

投資適格判断による選別

ファンダメンタルズ分析などによる選別

流動性リスクや信⽤リスクなどの観点から投資不適格銘柄を除き、投資候補
銘柄を決定する。

以下のようなポイントを踏まえて投資銘柄を決定する。
● 同業他社と⽐べて、どのような競争優位性を有しているか
● それらの優位性がマクロビューに適合しているか
● 経営陣は会社の持つ優位性を⼗分に活かしきれているか
● 企業の競争優位性を考慮し、現在の株価⽔準は魅⼒的か
など

※上記は当資料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。
出所：フィッシャー社の資料をもとにアセットマネジメントOne作成

※当ファンドはボトムアップ・アプローチで銘柄を選別する典型的な⼩型株式ファンド
ではありません。

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー
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当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファ
ンドの基準価額は変動します。これらの運⽤による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投
資者のみな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。
また、投資信託は預貯⾦と異なります。

基準価額の変動要因

ファンドの投資リスク

株価変動リスク

株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発⾏企業の業績・経営状況の変化、
市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価
が下落した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。当ファンド
が主要投資対象とする⼩型株式は、株式市場全体の動きと⽐較して株価が⼤きく変動する
場合があり、基準価額が⼤きく下落する場合があります。また、当ファンドは個別銘柄の
選択による投資を⾏うため、株式市場全体の動向から乖離することがあり、株式市場が上
昇する場合でも基準価額は下落する場合があります。

為替変動リスク

為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換
算価格に影響をおよぼします。当ファンドは、組⼊外貨建資産について原則として為替
ヘッジを⾏わないため為替変動の影響を受けます。このため、為替相場が当該組⼊資産の
通貨に対して円⾼になった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場
合でも基準価額が下落する可能性があります。

流動性リスク

有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価
格が影響を受ける場合があります。⼀般に市場規模が⼩さい場合や取引量が少ない場合に
は、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが⼤きくなること
があり、基準価額に影響をおよぼす要因となります。当ファンドが主要投資対象とする⼩
型株式は、⼤型株式と⽐較して、⼀般に流動性が低い傾向があります。

カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また、取引規制等の要因
によって資産価格や通貨価値が⼤きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、
これらの影響を受け、基準価額が下落する要因となる場合があります。

信⽤リスク

有価証券等の価格は、その発⾏者に債務不履⾏等が発⽣または予想される場合には、その
影響を受け変動します。当ファンドが投資する株式の発⾏者が経営不安・倒産に陥った場
合、また、こうした状況に陥ると予想される場合、信⽤格付けが格下げされた場合等には、
株式の価格が下落したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因とな
ります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※最終ページの「投資信託ご購⼊の注意」をご確認ください。

分配⾦に関する留意事項
●収益分配は、計算期間中に発⽣した運⽤収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
す。））を超えて⾏われる場合があります。したがって、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を⽰すものではありません。

●受益者の個別元本の状況によっては、分配⾦の全額または⼀部が、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。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なりま
す。

●分配⾦は純資産総額から⽀払われます。このため、分配⾦⽀払い後の純資産総額は減少することとなり、基準
価額が下落する要因となります。計算期間中の運⽤収益以上に分配⾦の⽀払いを⾏う場合、当期決算⽇の基準
価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。

フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称：ライジング・フューチャー
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購⼊単位 分配⾦受取コース 1万⼝以上1⼝単位、1万円以上1円単位
分配⾦再投資コース 1万円以上1円単位

購⼊価額 購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額（基準価額は1万⼝当たりで表⽰しています。）

換⾦単位 1⼝以上1⼝単位

換⾦価額 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を控除した価額

換⾦代⾦ 原則として換⾦申込受付⽇から起算して6営業⽇⽬からお⽀払いします。

購⼊・換⾦
申込不可⽇

ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀⾏、ロンドンの銀⾏のいずれかの休
業⽇に該当する⽇には、購⼊・換⾦のお申込みの受付を⾏いません。

換⾦制限 信託財産の資⾦管理を円滑に⾏うため、⼤⼝の換⾦請求に制限を設ける場合があります。

購⼊・換⾦申込
受付の中⽌
および取消し

⾦融商品取引所等における取引の停⽌、外国為替取引の停⽌、決済機能の停⽌、その他やむを得ない事
情があるときは、購⼊・換⾦のお申込みの受付を中⽌することおよびすでに受付けた購⼊・換⾦のお申
込みの受付を取り消す場合があります。

信託期間 2028年9⽉25⽇まで（2018年10⽉1⽇設定）

繰上償還 受益権⼝数が10億⼝を下回ることとなった場合等には、償還することがあります。

決算⽇ 毎年9⽉25⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

収益分配
毎決算⽇に収益分配⽅針に基づき、収益分配を⾏います。
「分配⾦受取コース」 原則として決算⽇から起算して5営業⽇までにお⽀払いを開始します。
「分配⾦再投資コース」税引後、⾃動的に無⼿数料で全額再投資されます。
※分配対象額が少額の場合には、分配を⾏わないことがあります。

課税関係

当ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配⾦ならびに換⾦時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税さ
れます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資⾮課税
制度「ジュニアNISA」の適⽤対象です。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

お申込みメモ（みずほ証券でお申込みの場合）
※ご購⼊の際は、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご確認ください。

※最終ページの「投資信託ご購⼊の注意」をご確認ください。
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ご購⼊時

購⼊時⼿数料

購⼊⾦額に応じて、購⼊価額に以下の⼿数料率を乗じて得た額とします。
購⼊時⼿数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購⼊に関する事務⼿続き等にかかる費
⽤の対価として、販売会社に⽀払われます。

ご換⾦時

換⾦時⼿数料 ありません。

信託財産留保額 換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。

保有期間中（信託財産から間接的にご負担いただきます。）

運⽤管理費⽤
（信託報酬）

ファンドの⽇々の純資産総額に対して年率1.836%（税抜1.70％）

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの有価証券等の運⽤の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会
社（フィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシー）に対する報酬（当ファンドの信託財産の純資
産総額に対して年率0.64％）が含まれます。

その他の費⽤・
⼿数料

組⼊有価証券等の売買の際に発⽣する売買委託⼿数料、信託事務の諸費⽤、外国での資産の保管等に要する
費⽤、監査費⽤等が信託財産から⽀払われます。
※その他の費⽤・⼿数料については、定期的に⾒直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、
事前に料率、上限額等を表⽰することができません。

5,000万円未満 3.24％（税抜3.0％）

5,000万円以上1億円未満 1.62％（税抜1.5％）

1億円以上 0.54％（税抜0.5％）

⽀払先 内訳（税抜） 主な役務

委託会社 年率1.00％ 信託財産の運⽤、⽬論⾒書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

販売会社 年率0.65％ 購⼊後の情報提供、交付運⽤報告書等各種書類の送付、⼝座内でのファ
ンドの管理等の対価

受託会社 年率0.05％ 運⽤財産の保管・管理、委託会社からの運⽤指図の実⾏等の対価

お客さまにご負担いただく⼿数料等について（みずほ証券でお申込みの場合）
下記⼿数料等の合計額等については、購⼊⾦額や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。詳細につい
ては、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください。

※税法が改正された場合等には、税込⼿数料等が変更となることがあります。

※最終ページの「投資信託ご購⼊の注意」をご確認ください。
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投資信託ご購⼊の注意
●当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売⽤資料です。
●お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判
断ください。

●当ファンドは、株式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、投資者のみなさまの投資元本
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
⽤による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。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、預⾦保険機構およ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およ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。

委託会社

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
信託財産の運⽤指図等を⾏います。
○コールセンター 0120-104-694 受付時間：営業⽇の午前9時〜午後5時
○ホームページアドレス http://www.am-one.co.jp/

受託会社
みずほ信託銀⾏株式会社
信託財産の保管・管理業務等を⾏います。

販売会社

みずほ証券株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第94号
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
募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（⽬論⾒書）・運⽤報告書の交付、収益分配⾦の再投資、
収益分配⾦、⼀部解約⾦および償還⾦の⽀払いに関する事務等を⾏います。

180927JS313578ファンド通信

委託会社その他関係法⼈の概要
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