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このたびは、ライジング・フューチャー（以下、当ファンド）を資産形成の手段として選択いただき、あり
がとうございます。
当ファンドは、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。トップダウ
ン・アプローチは、マクロデータから足もと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
相対的な魅力度に基づき配分比率を決定、個別銘柄の選択へと落とし込んでいく手法です。世界経済のグ
ローバル化が進む現代では、たとえ規模の小さい企業であってもその業績は世界の景気動向に左右され、株
価も影響を受けると考えられます。したがって、トップダウン・アプローチによるマクロデータ分析を重視
することは、銘柄選定能力の高度化につながると考えています。当社は、このトップダウン・アプローチを
用いて、さまざまな市場環境において約30年以上も運用を行ってきました。

トップダウン・アプローチで世界の小型株式に投資する手法は、多くの経験が必要となるため、ごく少数の
運用会社のみが用いています。創業者のケネス・フィッシャーは、米国小型株式バリュー（割安株）戦略の
提供を皮切りに1970年代から資産運用業に従事しており、米国小型株式バリュー戦略の先駆者としても知
られています。ここで培った深い理解と運用経験が、米国株式が指数構成銘柄の50%以上を占める世界小
型株式の運用においても活かされています。

2019年6月末時点で、当社のグループ全体では約1,130億米ドルの資産をお預かりしており、うち約420億
米ドルは機関投資家のお客さまの資産です。このように多くの資産をお預けいただけるのは、1979年に初
めて資産を一任でお預りして以来、常にお客さまを第一とすることを胸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。

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。

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

＊フィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシー
※上記運用方針は作成時点のものであり、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。
※上記は過去の情報であり、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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フィッシャー社*からのメッセージ

経験豊富なメンバーで構成された投資政策委員会
フィッシャー社の投資政策委員会（IPC）
は、創業メンバー2名を含む平均運用経験
年数25年のメンバー5名で構成されており、
一貫したトップダウン手法を用いて、全プ
ロダクトについて横断的に投資判断を行っ
ています。

IPCは、2009年から継続する現在の強気
相場や、過去の強気・弱気相場、調整局面
など、さまざまな市場環境における舵取り
を行ってきました。

こうして培ってきた経験が「市場心理に起
因する動きと実際のファンダメンタルズに
起因する動きを可能な限り正確に読み解
く」というトップダウン・アプローチにお
ける重要な基盤に繋がっています。

ウィリアム・
グレーザー

ケネス・
フィッシャー

アーロン・
アンダーソン

ジェフリー・
シルク

マイケル・
ハンソン

運用経験年数
19年

運用経験年数
40年

運用経験年数
14年

運用経験年数
36年

運用経験年数
17年
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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。

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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世界小型株式のリターンの要因分析から見たトップダウン・アプローチ

世界小型株式のリターンの要因分析（米ドルベース）

小型株式投資というと、一般的に個別企業の調査・分析を重視する「ボトムアップ・アプローチ」
のイメージがありますが、当ファンドは「トップダウン・アプローチ」を採用しています。実際、
世界小型株式のリターンの要因をみると、トップダウン・アプローチの対象が大きな割合を占める
ことから、適切な国・地域や業種に投資を行うことが重要と考えます。

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

同一運用戦略のパフォーマンス推移（米ドルベース）

同一運用戦略の年間騰落率（米ドルベース）

2013年* 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年*

同一運用戦略 33.1% 2.4% 6.1% 11.4% 34.0% -13.0% 19.8%

世界小型株式 25.6% 2.3% 0.1% 13.3% 23.2% -13.5% 16.3%

超過リターン 7.5% 0.1% 6.0% -1.9% 10.9% 0.5% 3.5%

同一運用戦略 世界小型株式

リスク 15.5％ 12.6％
リターン 13.5％ 9.6％

＊2013年は2013年1月末～ 2013年12月末、 2019年は2018年12月末～ 2019年6月末の値
※期間：2013年1月末～ 2019年6月末（月次）。パフォーマンス推移は2013年1月末を100として指数化。
※同一運用戦略のパフォーマンスは、運用費用控除前、分配金再投資のパフォーマンスを表しています。
※リスクは月次騰落率の標準偏差を、リターンは月次騰落率をもとにそれぞれ年率換算して算出しています。リスクとは平均的なリターンからどの程度かい離するか、

値動きの振れ幅の度合いを表します。
※世界小型株式：MSCIワールド・スモール・キャップ・インデックス（税引前配当込み）
※世界小型株式は同一運用戦略の参照ベンチマークであり、当ファンドのベンチマークではありません。
出所：ブルームバーグ、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

リスク・リターン(年率)

※期間:2009年～ 2019年（年次）、ただし2019年は6月末まで
※左記は個別の要因がリターンに与えた影響度をフィッシャー社が試算した

ものです。なお、規模は時価総額、投資スタイルはバリュー（割安度）ま
たはグロース （利益成長性）の影響度を測定したものです。

※使用指数については最終ページをご覧ください。
※トップダウン・アプローチの対象はフィッシャー社の考えによるものです。
出所：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

トップダウン・アプローチの対象

上記は、当ファンドと同一運用戦略のコンポジット＊のパフォーマンス等を表しています。当ファンドのパフォーマンスとは
直接的な関係はありません。また、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
＊コンポジットとは、類似の運用戦略を持つファンドを集計してデータ化したものであり、パフォーマンスを掲示するための一つの手段と
して使われます。

国・地域
（通貨）
38.9%

業種
10.6%

投資
スタイル
6.6%

規模
37.6%

個別銘柄
6.3%
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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。

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

＊ 景気拡大期の株価の上昇が他業種に比べ劣後する傾向にある業種
※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。
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＜期間①：設定日～2018年12月末＞

•世界株式市場では企業業績の頭打ち、米中貿易摩擦、
米国金利上昇、中国の成長減速への懸念などに起因
する調整が発生し、特にグロース（利益成長が高
い）業種や銘柄の下落が目立ちました。

•当ファンドの運用においては、不動産・公益・保険
などのディフェンシブ*な分野をアンダーウェイトと
していたことや、情報技術およびヘルスケアをオー
バーウェイトしていたことがマイナスに影響し、基
準価額は下落しました。

＜期間②：2019年初～2019年6月末＞

•強気相場が継続するとの見通しのもと、当ファンド
は小型株式の中で比較的時価総額が大きい銘柄、グ
ロース銘柄、資本の効率性および財務の健全性をも
つ質の高い銘柄を選好した一方、ディフェンシブな
分野をアンダーウェイトしました。結果、「調整局
面で最も値下りした銘柄が回復局面で最も反発す
る」傾向の恩恵を享受し、基準価額は回復基調で推
移しています。

•業種別では情報技術が年初から大きく上昇しており、
その主な理由は以下の4つと考えます。
①調整底入れからの反発への期待
②米中貿易交渉の進展が半導体関連銘柄の追い風
となりうるとの見方

③グロース銘柄の追い風となる米国の金利低下
④世界経済見通しの改善による強気相場継続期待

•ファンド設定以来、強気相場が継続するとの見通し
を維持し、当ファンドのポートフォリオは強気相場
の追い風を受けるように構成しており、下降・上昇
局面を経てもその姿勢は変えておりません。

※期間：2018年9月28日（設定日前営業日）～2019年6月28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において分配金実績はありません。

基準価額と純資産総額の推移
①設定日～2018年12月末 ②2019年初～2019年6月末

（年/月）
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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。

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

※上記見通しは作成時点のものであり、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。
※上記は過去の情報であり、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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フィッシャー社の視点①
2018年後半の株式相場の下落について

過去の「調整」局面の参考例

※期間：2009年6月末～2019年6月末（日次）
※世界株式：MSCIワールド・インデックス（税引前配当込み、米ドルベース）
出所：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

世界株式の推移と調整局面

A B C D E F G

（年/月）

2018年後半の下落について、私たちは当初から「調整」の見解
を示し、その後の反発予想を含め、市場見通しは的確であった
と考えます。

強気相場中の「調整」は、頻繁に発生してきた事象です。強気
相場が長く続くほど、回数は増えるでしょう。2009年から続く
強気相場においても何度も経験してきた調整は、どれも強気相
場の継続を阻んではいません。

2018年後半の調整を経ても、世界株式の強気相場が継続すると
いう当社の見解に変更はなく、調整局面においても長期投資の
観点から市場心理に起因する動きと実際のファンダメンタルズ
に起因する動きを可能な限り正確に読み解き、感情に基づいた
投資行動を行わないことが重要と考えます。

フィッシャー社
エグゼクティブ・チェアマン
ケネス・フィッシャー氏

A： 2010年1月14日 ～ 2010年2月8日 ：-9.5%
B： 2010年4月15日 ～ 2010年7月5日 ：-16.1%
C： 2011年5月2日 ～ 2011年10月4日 ：-21.8%
D： 2011年10月28日 ～ 2011年11月25日：-12.2%

E： 2012年3月19日 ～ 2012年6月4日 ：-12.3%
F： 2015年5月21日 ～ 2016年2月11日 ：-17.7%
G： 2018年1月26日 ～ 2018年3月23日 ：-9.1%
H： 2018年9月21日 ～ 2018年12月25日：-18.0%
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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。

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

※上記見通しは作成時点のものであり、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。
※上記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。
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0.2
兆米ドル

＊フィッシャー社予想
出所：IMF、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

世界の名目GDPと関税率引上げによる影響額の比較

フィッシャー社の視点②
米中貿易摩擦について

92.3

＞
名目GDPの
予想増加分

※関税率引上げ
による最悪のケースの

予想影響額*

2018年3月ごろより米中貿易摩擦が激化し、現在も市場が振り回されています。私たちはこの問題が
景気に与える影響がどれほどのものなのか、つまり”規模”を冷静に評価すべきと考えます。

私たちは、強気相場が腰折れするのは、2008年9月のリーマン・ショックに始まる世界金融危機のよ
うに、その年の世界経済のGDP増加分の大部分が吹き飛ぶほどの影響が発生するような事象が起きた
場合であると考えています。その観点で言えば、今回の米中貿易摩擦による予想影響額*0.2兆米ドル
は、2020年にかけての世界全体の予想GDP増加分（約5.0兆米ドル）の4％程度に過ぎず、本来市場
が動揺するほどの大きさではないと考えます。

また、グローバルに展開する企業の場合は、他国に迂回して取引したり、専門家のもとで別の方法を
探ることなどにより、高い関税負担を回避することが可能です。

以上の理由により、私たちは米中貿易摩擦による市場の反応は過剰であるとみており、故に平静を保
ち、長期的な視点で投資を行うことが重要であると考えます。

（兆米ドル）

5.0
兆米ドル
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フィッシャー社の視点③
米国の政治状況について
現在のように下院の過半数が野党・民主党、上院の過半数が与党・共和党となるなどの「ねじれ議会」
は、株式市場の悪材料ではなく好材料であると考えられます。考え方の相違から議会や政府が合意に達
することができない状況では、規制の新規追加や変更の決定は難しく、企業経営者にとっては将来を見
通しやすく事業計画を立てやすい環境となりうると考えられます。

過去の統計上で米国大統領任期3年目の年は、米国株式のリターンの平均が17.8%、リターンがプラス
となる確率は91.3%となっています。これは中間選挙の後、米国の上院と下院で多数派が異なる「ねじ
れ」状態に陥り、政治が停滞する傾向が影響していると考えられます。

※上記見通しは作成時点のものであり、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。
※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

歴代大統領の就任後の米国株式市場パフォーマンス

歴代大統領の就任後経過年数別米国株式市場パフォーマンスの推移

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。

※期間：1925年1月1日～
2018年12月31日
（日次）

※歴代米大統領の就任経過年数にお
ける各年の米国株式の日次平均リ
ターンを算出し、1月1日を1として指
数化。

※米国株式：S&P500種指数（プラ
イスリターン）

出所：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

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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大統領
カルビン・クーリッジ 1925 29.5% 1926 11.1% 1927 37.1% 1928 43.3%
ハーバート・フーヴァー 1929 -8.9% 1930 -25.3% 1931 -43.9% 1932 -8.9%
フランクリン・ルーズベルト① 1933 52.9% 1934 -2.3% 1935 47.2% 1936 32.8%
フランクリン・ルーズベルト② 1937 -35.3% 1938 33.2% 1939 -0.9% 1940 -10.1%
フランクリン・ルーズベルト③ 1941 -11.8% 1942 21.1% 1943 25.8% 1944 19.7%
フランクリン・ルーズベルト④/ハリー・S・トルーマン① 1945 36.5% 1946 -8.2% 1947 5.2% 1948 5.1%
ハリー・S・トルーマン② 1949 18.1% 1950 30.6% 1951 24.6% 1952 18.5%
ドワイト・D・アイゼンハワー① 1953 -1.1% 1954 52.4% 1955 31.4% 1956 6.6%
ドワイト・D・アイゼンハワー② 1957 -10.9% 1958 43.3% 1959 11.9% 1960 0.5%
ジョン・F・ケネディ/リンドン・ジョンソン① 1961 26.8% 1962 -8.8% 1963 22.7% 1964 16.4%
リンドン・ジョンソン② 1965 12.4% 1966 -10.1% 1967 23.9% 1968 11.0%
リチャード・ニクソン① 1969 -8.5% 1970 4.0% 1971 14.3% 1972 18.9%
リチャード・ニクソン②/ジェラルド・R・フォード 1973 -14.8% 1974 -26.5% 1975 37.3% 1976 23.7%
ジミー・カーター 1977 -7.4% 1978 6.4% 1979 18.4% 1980 32.3%
ロナルド・レーガン① 1981 -5.1% 1982 21.5% 1983 22.5% 1984 6.2%
ロナルド・レーガン② 1985 31.6% 1986 18.6% 1987 5.2% 1988 16.6%
ジョージ・H・W・ブッシュ 1989 31.7% 1990 -3.1% 1991 30.5% 1992 7.6%
ビル・クリントン① 1993 10.1% 1994 1.3% 1995 37.6% 1996 23.0%
ビル・クリントン② 1997 33.4% 1998 28.6% 1999 21.0% 2000 -9.1%
ジョージ・W・ブッシュ① 2001 -11.9% 2002 -22.1% 2003 28.7% 2004 10.9%
ジョージ・W・ブッシュ② 2005 4.9% 2006 15.8% 2007 5.5% 2008 -37.0%
バラク・オバマ① 2009 26.5% 2010 15.1% 2011 2.1% 2012 16.0%
バラク・オバマ② 2013 32.4% 2014 13.7% 2015 1.4% 2016 12.0%
ドナルド・トランプ 2017 21.8% 2018 -4.4% 2019 2020
上昇した年の比率 58.3% 62.5% 91.3% 82.6%
すべて（平均） 10.5% 8.6% 17.8% 11.1%
上昇した年の上昇率（平均） 26.3% 21.1% 21.6% 16.9%

任期初年度 任期2年目 任期3年目 任期4年目

※期間：1925年～2018年（年次）
※歴代の米大統領の在任期間における各

年の米国株式の年次リターンを示したも
の。

※米国株式：S&P500種指数（配当込
み）

※任期が2期以上ある大統領は横の数字
で何期目であるかを記載。

※大統領名が2名書かれている箇所は、
任期途中に大統領が不在になったため
副大統領が大統領へ昇任したケース。
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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。

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

※上記は過去の情報であり、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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ファンドの組入比率と世界小型株式の構成比率との比較

国・地域別でみる世界小型株式の構成比率との差（上位/下位5ヵ国）

業種別でみる世界小型株式の構成比率との差

※上記組入比率と構成比率は各国・地域、各業種における期間平均の比率（2018年10月2日～2019年6月28日、日次）を表示しています。
※組入比率は組入株式評価額に対する割合です。
※業種は、GICS（世界産業分類基準）によるものです。
※指数については最終ページの「当資料における使用指数」をご覧ください。
※世界小型株式は当ファンドの理解を深めるため参考として記載したものであり、当ファンドのベンチマークではありません。
出所：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

情報技術については、生産コストの削減や業務効率化を目的としたIT投資拡大の恩恵を受けるとみられることから、
オーバーウェイトとしています。一方で不動産については、ディフェンシブな業種であり、景気拡大期の後半と考
える現在においては慎重に見ており、アンダーウェイトとしています。

ドイツについては、人口規模やGDP・輸出額が大きく、欧州全体との結びつきの強さからユーロ圏および世界経済
の成長の恩恵を大きく享受できると考えられることから、オーバーウェイトとしています。一方で日本については、
経済改善の兆しがみえるものの、高齢化や人口減少、労働力不足および賃金上昇の停滞などの問題に直面しており、
経済改革実現は難しいと考えられることからアンダーウェイトとしています。

-5.9%
-4.7%

-1.7%
-1.2%
-0.9%

1.4%
1.5%
1.6%
1.9%

9.6%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

日本
米国

オーストラリア
英国

オランダ
ノルウェー

フランス
デンマーク

中国
ドイツ

-10.8%
-3.9%
-3.4%
-2.9%
-1.8%
-1.0%
-0.5%
0.0%

0.9%
7.5%

15.6%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

不動産
資本財・サービス

一般消費財・サービス
公益事業

金融
コミュニケーション・サービス

生活必需品
素材

エネルギー
ヘルスケア
情報技術

ファンド 世界小型株式
28.4 12.8
18.6 11.1
4.9 4.0
7.1 7.1
4.0 4.5
2.7 3.7

12.3 14.1
0.0 2.9
8.3 11.7

13.1 17.0
0.4 11.2

比率（％）

ファンド 世界小型株式
11.8 2.3
1.9 0.0
2.3 0.7
2.8 1.3
2.3 0.8
0.1 1.0
6.0 7.2
1.2 2.8

53.0 57.7
6.1 11.9

比率（％）
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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。

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

※寄与度の計算期間：2018年10月2日～2019年6月30日
※パフォーマンス寄与度は、各銘柄の組入れ期間中の寄与度をフィッシャー社が算出したもので、各銘柄の組入期間中あるいは設定来の騰
落率を示すものではありません。

※組入比率は2019年6月末の値で、組入株式評価額に対する割合です。
※業種は、GICS（世界産業分類基準）によるものです。
出所：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。個別銘柄の提示は、取引の推奨を目的としたも
のではありません。また、ファンドへの組入れまたは保有の継続を示唆・保証するものではありません。
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当ファンドの設定来パフォーマンスに対する寄与度

＜タブロー・ソフトウエア＞
●銘柄概要
ソフトウエア会社。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。データと製品の分析、
マーケティング最適化のツールも提供。

●プラス寄与の理由
クラウドベースのアプリケーションソフトウエアメー
カーである米セールスフォース・ドットコムが6月10
日に同社の買収を発表し、株価が上昇。

＜フェア・アイザック＞
●銘柄概要
予測分析システムの開発・提供会社。同社のFICOスコ
ア（個人の信用情報をスコア化したもの）は、業界標
準となっており、金融機関や小売業者・医療機関など
が幅広く利用。

●プラス寄与の理由
企業間および企業ー個人間のFICOスコア利用が、市場
予想を上回ったことから株価が上昇。加えて、同社の
ソフトウエアビジネスが、一括販売ベースからクラウ
ド上でのシステム利用を前提とした課金モデルへ順調
に移行していることが、評価された。

＜スタンプス・ドット・コム＞
●銘柄概要
オンライン切手販売会社。オンラインで郵便料金を支
払い、郵便料金ラベルを印刷するサービスを提供。料
金別納郵便証や切手の電子情報を、プリンターで封筒
やラベル等に直接印刷することが可能。

●マイナス寄与の理由と足もとの動き
米国郵政公社との独占的な契約終了が報道され、株価
が下落。ただし、同社はDHLやFedEx、UPSなどeコ
マース関連の配送に強みのある民間運送会社との関係
を強化していることから、既存顧客の多くは引き続き
同社のサービスを利用することを表明。

＜ワイヤーカード＞
●銘柄概要
オンライン支払、電子送金サービス、不正防止などの
サービス提供や、ビジネスソリューションのソフトウ
エアとシステムをてがける。コールセンターサービス
の事業も展開。

●マイナス寄与の理由と足もとの動き
同社幹部のアジア地域における不正会計疑惑報道を受
け、株価が下落。しかし、第三者による調査では、汚
職・刑事責任を裏付ける結果がなかったことに加え、
同社の財務に深刻な影響をもたらすほどの誤りではな
かったことが発表され、株価は反発。

寄与度上位5銘柄

寄与度下位5銘柄

銘柄名 国・地域 業種 組入比率（％） パフォーマンス寄与度（％）
① タブロー・ソフトウエア 米国 情報技術 3.2 1.1
② フェア・アイザック 米国 情報技術 3.1 0.9
③ ペイコム・ソフトウエア 米国 情報技術 2.3 0.8
④ MSCI 米国 金融 1.4 0.4
⑤ NIBEインダストリエ スウェーデン 資本財・サービス 1.3 0.3

銘柄名 国・地域 業種 組入比率（％） パフォーマンス寄与度（％）
① スタンプス・ドット・コム 米国 一般消費財・サービス 0.3 -1.2
② ワイヤーカード ドイツ 情報技術 3.0 -0.9
③ ASOS 英国 一般消費財・サービス 0.7 -0.9
④ アライン・テクノロジー 米国 ヘルスケア 2.0 -0.9
⑤ SVBフィナンシャル・グループ 米国 金融 1.9 -0.7
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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。

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

※上記は過去の情報であり、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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世界小型株式投資の4つのポイント
①：機関投資家のポートフォリオにおける世界小型株式の過小配分
機関投資家のポートフォリオにおける世界小型株式の比率は、世界株式指数に占める小型株式
の比率と比べると低く、配分が拡大される余地があると考えられます。また、過去5年間では、
世界小型株式に投資するファンドの運用資産総額は順調に増加しています。
銘柄規模別 世界株式指数に占める比率と
機関投資家のポートフォリオに占める比率

世界小型株式ファンドと
世界株式ファンドの運用資産額推移

②：魅力的なバリュエ―ション
PER（株価収益率）でみると、過去3年間では世界小型株式は世界株式全体との対比で比較的割
安な水準で推移しており、世界小型株式は相対的に売られ過ぎであると考えられます。

世界小型株式PER ÷ 世界株式PERの推移

＊運用資産残高は、eVestmentから取得可能な全世界の機関投資家のデータ
をもとに計算。

※2018年12月31日時点
※合計は、四捨五入の関係で100％とならない場合があります。

世界株式指数に占める比率（時価総額ベース）

機関投資家のポートフォリオに占める配分比率
（運用資産残高＊ベース）

＊1：eVestment において「世界小型株式」運用で登録され、かつ空売りを
行わないファンド（2019年3月末時点）

＊2：eVestmentにおいて、「世界株式」運用で登録されており、かつ空売り
を行わないファンド(2019年3月末時点)

※期間：2014年3月末～2019年3月末（四半期）

世界小型株式＊1に投資するファンドの運用資産額（左軸）
世界株式＊2に投資するファンドの運用資産額（右軸）

※期間：2016年6月末～2019年6月末（月次）
※PERは実績PERを使用

※指数については最終ページの「当資料における使用指数」をご覧ください。
出所：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

（年/月）

小型株式が世界株式
全体に対して割高

小型株式が世界株式
全体に対して割安

（倍）
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④：ポートフォリオのリスク・リターン特性の改善
世界株式への投資に小型株式を追加することは、分散を強化し、リターン対比で魅力的なリス
ク・リターン特性を有するポートフォリオの構築に役立つと考えられます。

世界大型株式と世界小型株式を組み合わせたポートフォリオの推移

世界大型株式と世界小型株式を組み合わせたポートフォリオのシャープレシオ*1の比較

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

③：Ｍ&Ａ（企業買収）による追い風
小型株式を対象としたM&Aは、買収件数・買収プレミアム*の平均値ともに大型株式を大きく
上回っており、銘柄選択によっては小型株式投資におけるリターンの源泉となる可能性があり
ます。一般に、小型株式の企業は事業分野が1つであることが多く、大企業から見た場合に買
収後の事業統合が比較的容易であるという側面があります。過去の強気相場後半には、企業経
営者の自信回復などからM&A件数増加の傾向がみられ、その点も世界小型株式の追い風となり
うると期待されます。

＊買収プレミアム：M&Aにおける買収金額と買収対象企業の時価総額の差額で、ここでは時価総額に対する買収プレミアムの割合を表示。
※期間：2016年6月末～2019年6月末、期間内に発生した各指数構成銘柄を対象としたM&Aを集計。

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

＊月次でリバランスを行った場合のシミュレーション結果。
※期間：2001年2月末～2019年6月末（月次）
※2001年2月1日を基準日とした累積騰落率の推移を表示

＊1：シャープレシオ＝リターンをリスクで調整した、パフォーマンスの評価に用いる指標。
ここでは（ポートフォリオの年率リターン-無リスク資産収益率）/ポートフォリオの年率標準偏差で計算。（無リスク資産収益率はthe Bank of
America Merrill Lynch 3 Monthを使用）

＊2：月次でリバランスを行った場合のシミュレーション結果。
※各期間は2019年6月30日を基準日とし、過去に遡っています。

※指数については最終ページの「当資料における使用指数」をご覧ください。
出所：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

（年/月）

M&Aの件数と買収プレミアム（過去3年）

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。

3年 5年 7年 10年 15年
世界小型株式100％ 0.69 0.37 0.82 0.77 0.40

世界大型株式80%, 世界小型株式20%*2 0.92 0.49 0.92 0.78 0.39
世界大型株式90%,世界小型株式10％*2 0.91 0.51 0.93 0.79 0.39

世界大型株式100％ 0.97 0.51 0.92 0.77 0.38

買収件数（件）
買収プレミアム

平均値
買収プレミアム

中央値
世界小型株式 432 99.3% 21.8%
世界大型株式 23 34.1% 28.8%
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※上記見通し、運用方針は作成時点のものであり、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。
※上記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。

フィッシャー社による今後の見通し
まずお伝えしたいことは、経済環境には波があることを忘れないでほしいということです。
足もとでは、多くの投資家が強気相場の継続が長期に渡っていることや、経済の減速懸念を理由に、
強気相場は終了したかのように考えているようですが、私たちは、株式市場を下支えする経済環境は
現在も堅調で、強気相場は今後も継続すると考えています。低金利、低インフレ、穏やかながらも継
続して経済成長が進む現状は、いわゆる“ゴルディロックス経済”（相場環境が過熱もせず、悲観的に
もならず、適度な状態であること）の典型的な特徴とみているからです。

足もとでは、中東情勢、原油、米中貿易摩擦、ブレグジット（英国のEU離脱問題）、経済の減速懸
念などネガティブなニュースが報道されています。しかしながら、当社はこうした懸念材料は既に市
場に織り込まれているか、あるいは強気相場を妨げるほどの規模または影響力があるとはみていませ
ん。

個別のトピックでは、米国の政治動向に注目しています。2020年の米国の大統領選の結果を予想す
るにはまだ時期尚早ですが、任期3年目の今季が米国株式にとって良好な環境であるという見解に変
更はありません。また、欧州議会の選挙が終了したことによって、市場の不透明感が後退したことは、
欧州株式をオーバーウェイトする当ファンドにとっては追い風となると期待されます。

当ファンドでは、引き続き地域としては欧州、業種としては情報技術とヘルスケアを選好していきま
す。また、強気相場で追い風を受けやすい、資本の効率性および財務の健全性をもつ質の高い銘柄も
選好していきます。投資テーマでは、長期的な需要が見込まれるクラウド、ロボット、IoT（モノの
インターネット）などに着目しています。

前述のとおり、世界小型株式投資には次の４つのポイントがあると考えています。
①機関投資家のポートフォリオにおける世界小型株式の過小配分
②魅力的なバリュエ―ション
③Ｍ&Ａ（企業買収）による追い風
④ポートフォリオのリスク・リターン特性の改善

こうした魅力のある世界小型株式投資ですが、その恩恵を受けるには、腰を落ち着けて長期でじっく
り投資を続ける必要があります。相場は日々さまざまなニュースやイベントにより翻弄されています
が、そうした出来事に一喜一憂することなく、冷静に市場を観察し、投資を続けることが重要だと考
えています。

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

※最終ページの「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。



ファンド通信ファンド通信

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り込みを行う。

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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ファンド通信ファンド通信

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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ファンド通信ファンド通信

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。

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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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％）

＊消費税率が10％になった場合は、年率1.870％となります。
※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％*1（税抜3.0％）

5,000万円以上1億円未満 1.62％*2（税抜1.5％）

1億円以上 0.54％*3（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。

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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ファンド通信ファンド通信

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

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

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。

190804JS313578ファンド通信

委託会社その他関係法人の概要

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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当資料における使用指数（該当ページにおいて指数名が記載されている場合には、そちらが優先されます。）
世界小型株式：MSCIワールド・スモール・キャップ・インデックス、 世界中型株式： MSCIワールド・ミッド・キャップ・インデックス、
世界大型株式：MSCIワールド・ラージ・キャップ・インデックス、世界株式：MSCIワールド・インデックス （以上、全て税引後配当込
み）

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、MSCIワールド・ミッド・キャップ・インデックス、MSCIワールド・ラージ・
キャップ・インデックス、MSCI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。

●S&P 500種指数は、S&P Globalの一部門である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（「SPDJI」）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。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード
＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・
ホールディングズLLC（「Dow Jones」）の登録商標です。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポン
サー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる
表明も行わず、 S&P 500種指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

●世界産業分類基準（GICS）は、MSCI Inc.（MSCI）およびStandard & Poor’s 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。


