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当ファンドのパフォーマンス 

当ファンドの運用状況と今後の見通し 
（2019年1-3月期） 

■ 株式要因 ■ 配当要因 ■ 為替要因 ■ その他 ■ 信託報酬 

基準価額の推移 
設定来 直近3ヵ月 

※期間：【設定来】2016年12月29日（設定日前営業日）～2019年3月29日（日次） 
【直近3ヵ月】2018年12月28日～2019年3月29日（日次） 

※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。当ファンドは当資料作成時点までの期間に
おいて分配実績はありません。 

※基準日：2019年3月29日 
※騰落率は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。 
※各期間は、基準日から過去に遡っています。 

※左記の要因分析は、組入株式の値動き等が
基準価額に与えた影響をご理解いただくた
めに「簡便法」により計算しておりますの
で、その正確性、完全性を保証するもので
はありません。 

※株式の価格変動による要因（株式要因）、
株式の配当などによる要因（配当要因）、
株式の評価にかかる為替変動による要因
（為替要因）、信託報酬、これら以外の要
因（その他）に分類して表示しています。 

※2018年12月28日を100として指数化 

1 

基準価額の騰落率 

基準価額の変動要因分析 

※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。 
※ファンドの投資リスク、お客さまにご負担いただく手数料等、投資信託ご購入の注意について該当ページをご確認
ください。 
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当ファンドを取り巻く投資環境および要因分析（2018年12月末～2019年3月末） 
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※上記は過去の運用実績または作成時点の見解であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。ま
た、見通しと運用方針は作成時点のものであり、将来の市場環境等により変更される場合があります。 

※ファンドの投資リスク、お客さまにご負担いただく手数料等、投資信託ご購入の注意について該当ページをご確認
ください。 

今後の見通しと当ファンドの運用方針 

※世界中小型株式に対する各戦略効果の騰落率は信託報酬等の費用控除前のファンドのリターン（円ベース）とMSCI ACワールド・中小型
株インデックス（配当込み）のリターン（円ベース）の差分を戦略効果ごとに要因分解したものです。 MSCI ACワールド・中小型株イン
デックス（配当込み）は当ファンドとの値動きの違いをご理解いただくための一助とするものであり、当ファンドのベンチマークではあり
ません。  

※地域配分は当ファンドの基本地域配分（先進国6：新興国4）とMSCI AC ワールド・中小型インデックスの地域配分の差から生じる効果を示してい
ます。当ファンドの基本地域配分は作成時点のものであり、運用状況に応じて変更する場合があります。 

出所：FactsetのデータをもとにアセットマネジメントOne作成  

当ファンドの運用戦略 

世界経済はけん引役を変えながら成長していくこ
とが見込まれるため、幅広い国・地域を投資対象
とします。先進国だけではなく、新興国にも投資
を行います。 

成長性のある投資対象：世界の中小型株式 年金運用で培った運用力：ＬＶリターン向上戦略 

LV（Low Volatility）戦略  
価格変動の小さい銘柄を投資対象とします。 
 
財務分析戦略（リターン向上戦略）  
徹底的な財務分析等を行い、業績対比の割安度を
測ります。 

LV戦略の効果 
 
米連邦準備制度理事会（FRB）による2019年内の利上
げ停止の示唆と、米中貿易協議に一定の進展が見られた
ことなどが好感され、市場は大幅反発の展開となりまし
た。価格変動率の高い銘柄が上昇を主導したなか、当
ファンドが投資対象とする価格変動の小さな銘柄の上昇
は重く、LV戦略はマイナス寄与となりました。 
 

財務分析戦略の効果 
 
市場心理が改善するなかで、グロース銘柄を買い戻す動
きが一部入ったことや、新興国の割安銘柄を物色する動
きが顕著になったことから、財務分析戦略はプラス寄与
となりました。 
 

地域配分の効果 
 
米国株式が米長期金利の低下と米企業決算の良好な内容
に支えられ、大幅に上昇したことから、先進国株式の上
昇が新興国株式の上昇を上回る結果となり、地域配分効
果はマイナスに寄与しました。 
※MSCI AC ワールド・中小型株インデックスは先進国と新興国の比
率がおおむね9：1であるのに対し、当ファンドでは同比率の基本配
分は6：4です。 

 FRBの姿勢が急速に緩和的に変化したことから、想定以上に市場心理が改善しました。米中貿易協議も
妥協点を探る動きに変化してきたなか、景況感も微妙に好転してきています。底流にあるグローバルな景
気鈍化への懸念は依然として残っていますが、減速の時期の予想は当初に比べ後ずれするものと見ていま
す。 
 

 当ファンドでは、LV戦略を活用し、市場がリスク回避的な動きに転じても、世界全体の中小型株式の平
均的な値動きを上回ることが期待できるようなポートフォリオ運営を目指します。同時に、財務分析戦略
を活用することで主に成長性に注目し、増益の確度が高い銘柄群の中でもバリュエーションが魅力的な企
業の選定に注力することで、ポートフォリオの価値の拡大を目指します。地域配分に関しては、新興国の
長期的な成長性に着目しているため相対的に高い組み入れを継続します。 

 ■ LV戦略の効果  ■ 財務分析戦略の効果 

 ■ 地域配分の効果    ■総合効果 

世界中小型株式に対する各戦略効果の騰落率 
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当ファンドの特色 

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。 

1 

3 

2 

3 

主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式（＊）に投資することにより、 
信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。 
 
●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。 
 

●組入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。 
 

（＊）DR（預託証券）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。 

 

ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、徹底した財務
分析等を活用し、割安で成長期待の大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高
い銘柄を選定します（LVリターン向上戦略）。 
 
●先進国および新興国の組入比率は、両地域の経済規模や経済成長見通し、株式市場の動向などを総合的
に勘案して決定します。 

 

※LV（Low Volatility）とは低ボラティリティを意味します。ボラティリティとは、価格変動の大きさを示す値で、ボラティリティ
の値が小さいほどその資産の価格変動の度合いが小さいことを表します。 

 

銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナ
ンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。 
 
●アセットマネジメントOneの海外運用拠点（アセットマネジメントOne U.S.A.・インク、アセットマ
ネジメントOne インターナショナル・リミテッド*、アセットマネジメントOne シンガポール・プライ
ベート・リミテッド）からは、各担当地域の調査機能を活用し、投資対象銘柄に関する定性情報の助言
を受けます。 

 
 

 
 
●みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からは、運用手法や投資対象銘柄に関する定量情報の
助言を受けます。 

当ファンドの運用戦略のイメージ 

＊1 投資効率とは、リスク（リターンの振れ幅の大きさ）に対するリターンの大きさを示し、数値が大きいほど低いリスクで高いリターンが得
られることから、投資効率が高いことを表します。 

＊2 従来の運用とは、価格変動の大きいポートフォリオほどリターンも高まるという考え方に基づく資産運用を指します。 
※上記は当ファンドの運用戦略をご理解いただくためのイメージであり、実際に得られるパフォーマンス結果はこれと異なる場合があります。 

 
※ファンドの投資リスク、お客さまにご負担いただく手数料等、投資信託ご購入の注意について該当ページをご確認
ください。 

＊2019年6月26日以降、アセットマネジメントOne インターナショナル・リミテッドが行っていた投資対象銘柄に関する定性
情報の助言業務は、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクにおいて行います。 



ファンドの投資リスク 

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 

株価変動リスク 

当ファンドは、株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
中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、当ファン
ドの基準価額に影響を与える可能性があります。また、新興国株式に投資する場合、先進
国株式に比べ株価変動リスクが大きくなる傾向があります。 

為替リスク 

当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で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
合には基準価額が下がる要因となります。新興国通貨に投資する場合、先進国通貨に比べ
為替リスクが大きくなる傾向があります。 

信用リスク 

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、
基準価額が下がる要因となります。新興国株式に投資する場合、先進国株式に比べ信用リ
スクが大きくなる傾向があります。 

個別銘柄選択リスク 
当ファンドは、個別銘柄の選択による投資を行いますので、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当ファンドの基準価額は下がる場合があり
ます。 

流動性リスク 

当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、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
可能性があります。新興国株式に投資する場合、先進国株式に比べ流動性リスクが大きく
なる傾向があります。 

カントリーリスク 

当ファンドは、新興国株式にも投資を行います。新興国の経済状況は、先進国経済と比較
して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外
貨準備高等の悪化などが為替市場や株式市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいもの
になることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、
海外への送金規制などの種々な規制の導入や政策の変更等の要因も為替市場や株式市場に
著しい影響をおよぼす可能性があります。 

※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。 
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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。 

 
※ファンドの投資リスク、お客さまにご負担いただく手数料等、投資信託ご購入の注意について該当ページをご確認
ください。 



お申込みメモ（みずほ証券でお申込みの場合） 

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1万ロ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、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 2026年11月24日まで（2016年12月30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11月24日（休業日の場合には翌営業日） 

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。 

※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。 
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※ファンドの投資リスク、お客さまにご負担いただく手数料等、投資信託ご購入の注意について該当ページをご確認
ください。 



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1.5822％（税抜1.465％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（アセットマネジメントOne U.S.A.・インク、ア
セットマネジメントOneインターナショナル・リミテッド*、アセットマネジメントOne シンガポール・
プライベート・リミテッド、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）に対する投資顧問報酬が
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、信託事務の処理に要する諸費用、外国での資産の保
管等に要する諸費用、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0.725％ 
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0.700％ 
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0.040％ 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 

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。 
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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） 
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） 

 
※ファンドの投資リスク、お客さまにご負担いただく手数料等、投資信託ご購入の注意について該当ページをご確認
ください。 

＊2019年6月26日以降、アセットマネジメントOne インターナショナル・リミテッドが行っていた投資対象銘柄に
関する定性情報の助言業務は、アセットマネジメントOne U.S.A.・インクにおいて行います。 



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 関東財務局長（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 関東財務局長（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。 
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委託会社その他関係法人の概要 

 
※ファンドの投資リスク、お客さまにご負担いただく手数料等、投資信託ご購入の注意について該当ページをご確認
ください。 

当資料における使用指数 

●MSCI ACワールド・中小型株インデックス（配当込み） 
 
指数の著作権等 
●MSCI ACワールド・中小型株インデックス（配当込み）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。 



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 関東財務局長（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 

 設定・運用は  投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは 

商 号 等 ：  みずほ証券株式会社  
 金融商品取引業者 関東財務局長（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 

お申込みにあたっては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 

190410JS313569ファンド通信（四半期） 


