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フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの運用状況について 

 当ファンドの保有銘柄であるサイノシュアー社が同業のホロジック社から買収提案を受け、サイノ

シュアー社の株価は急上昇しました。 

 当ファンドが保有する銘柄のなかには、将来性を評価され買収の対象企業となることが期待さ

れる銘柄もあります。 

当ファンドで保有し、医療・美容医療用のレーザー・光工学関連製品を全世界向けに開発・製造・販売している

サイノシュアー社（時価総額：15.73億米ドル（2017年2月14日時点））が、同業のホロジック社から買付価格

66米ドルで買収提案を受けたことが2017年2月14日に発表されました。この結果、サイノシュアー社の株価は 

2月14日に65.9米ドルまで上昇し、前日比+28%となりました。なお、当ファンドでは同社株式をファンド設定

時（2015年8月）より保有しており、2017年1月31日時点で組入比率は1.7%（純資産総額ベース）と、保有比

率は上位10番目にランクインしています。 

 

ヘルスケア関連株では、トランプ大統領が薬価抑制に言及したことが株価上昇の重石となっていますが、薬価の

抑制に消極的と見られている共和党が過半数の議席を獲得していることから、実現性は低いものと考えられます。

よって、薬価抑制懸念は徐々に薄れて、ヘルスケア関連の株価は回復するとみています。 

サイノシュアー社の株価推移 

 ホロジック社が当ファンドの保有銘柄であるサイノシュアー社の買収を発表 

期間：2015年1月2日～2017年2月14日(日次) 
出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 
※上記は過去における当ファンド保有銘柄の買収事案を示すことのみを目的としており、特定の企業や業種、案件に対する投資評価など 
 を示すものではありません。また、上記銘柄の保有を継続するとは限りません。 
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組入株式等上位10銘柄 

※2017年1月31日時点 
※比率は純資産総額に対する割合です。 
※比率は小数第２位を四捨五入した数字です。 

組入銘柄数：87 

銘柄名 比率

1 クレイトン・ウィリアムズ・エナジー 2.7%

2 パイパー・ジャフレイ 2.6%

3 アドバンストエナジーインダストリーズ 2.5%

4 オラシュア・テクノロジーズ 2.4%

5 グレート・ウェスタン・バンコープ 2.4%

6 フォームファクター 2.1%

7 サービスファースト・バンクシェアーズ 2.1%

8 アメリス・バンコープ 1.9%

9 コロンビア・バンキング・システム 1.7%

10 サイノシュアー 1.7%
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発表日付 主な買収事案 買収プレミアム

2015年9月29日 消費者動向調査を行うコムスコア社がレントラック社を買収 19%

2015年12月7日 銀行持株会社であるBBCNバンコープ社がウィルシャー・バンコープ社を買収 10%

2016年1月8日 ヘルスケア関連のサーモ・フィッシャー・サイエンティフィック社がアフィメトリクス社を買収 45%

2016年3月16日 半導体関連企業のコヒレント社がロフィンサイナー・テクノロジーズ社を買収 44%

2016年4月4日 航空会社であるアラスカ航空がヴァージン・アメリカ社を買収 76%

2016年9月20日 半導体関連企業であるテセラ・テクノロジーズ社がDTS社を買収 26%

2016年12月6日 eコマース関連のソリューションビジネスを展開するシンクロノス・テクノロジーズ社がイントラリンクス社を買収 17%

2017年1月16日 石油・天然ガス事業を営むノーブル・エナジー社がクレイトン・ウィリアムズ・エナジー社を買収 24%

2017年1月22日 米国の銀行持株会社であるピナクル・ファイナンシャル・パートナーズが地方銀行であるBNCバンコープ社を買収 11%

2017年2月14日 ヘルスケア関連事業を営むホロジック社がサイノシュアー社を買収 35%
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 

保有銘柄に関連する主な買収事案 

    

    M&Aを背景としたマイクロ株式の株価上昇に期待 

 

当ファンドは、米国株の中でも時価総額の特に小さいマイクロ株式を主な投資対象としており、それらの銘柄群

は、2016年11月の米国大統領選挙以降、米国経済の成長期待を背景に、良好なパフォーマンスを見せています。 

マイクロ株式のなかでも、有望な技術やビジネスモデルを有している銘柄は買収の対象企業になるケースがあり、

その場合、高い買収プレミアムがつくこともあり、株価上昇によるファンドへの好影響が期待できます。 

期間：2015年8月10日～2017年2月14日（日次） 
出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 

当ファンドの設定来の基準価額の推移と主な買収事例 

（設定日：2015年8月10日） 
※基準価額は1万口当たり信託報酬控除後の価額です。なお、信託報酬率は「ファンドの費用」をご覧ください。  

 

※上記は過去における当ファンド保有銘柄の買収事案を示すことのみを目的としており、特定の企業や業種、案件に対する投資評価など 
 を示すものではありません。 
※買収プレミアムは発表日前日より過去20日間の株価平均をもとに算出したものです。 
 
出所：各種資料、ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
 

※上記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。 
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 

米国株式と米国政策金利の推移 

※米国マイクロ株式：ラッセル・マイクロ・キャップ・インデックス
（配当込み、米ドルベース）、米国大型株式：S&P500種指数（配当
込み、米ドルベース）、米国政策金利：FF金利誘導目標 

※期間：2000年6月末～2017年1月末（月次）、株価指数は2000年6
月末を100として指数化。 

※網掛けの部分は、米国政策金利の引き上げ局面を表します。 
   ①2004年5月末～2007年8月末、②2015年11月末～2017年1月末 
 
出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 

米国経済の足元は順調 

 

2016年7-9月期の実質GDPは、年率＋3.5%と過去2年間

で最も高い成長率となり、米国経済は他の先進国と比べ

て高成長を続けています。失業率が5％以下と低水準にと

どまるなど労働市場の改善にともなう個人消費の拡大や

消費者心理の改善などを背景に、今後とも持続的な成長

を遂げると想定されます。 

 

金融政策の面では、経済環境を十分に精査しながらの運

営となるものの、米連邦準備制度理事会（FRB）は緩や

かなペースで利上げを行うと考えられます。 

 

米国株式市場の先行きに期待 

 

米国大統領選後、トランプ氏の掲げた政策により米国経

済が拡大するとの期待感などから、米国株式市場は堅調

に推移しています。一方で、市場ではトランプ大統領の

政策の実現性に対する不透明感も漂っています。金融政

策の動向によって、米国株式市場は一時的に調整する場

面も考えられるものの、長期的には持続的な成長を遂げ

る米国の経済活動に呼応する形で、株式市場も堅調に推

移することが期待されます。 

 

当ファンドは、米国内事業比率の高いマイクロ株式企業

を主な投資対象とすることから、「米国第一主義」を掲

げるトランプ大統領の政策は大きな追い風となる可能性

が高いと考えています。マイクロ株式のなかでも、潤沢

なキャッシュを有する企業や、有望な技術やビジネスモ

デルを有している企業は、前述のように買収の対象企業

になるケースもあり、その場合は買収プレミアムが注目

されます。 

 

銘柄選択については、インフラ投資の拡大や、製造業の

国内回帰により需要の拡大が見込まれる資本財・サービ

スセクターに、新政権の政策による業績拡大が期待でき

る銘柄が多いとみて、投資機会を探っていきます。 
 

※コメントは、フィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシーの
見解を基にアセットマネジメントOneが作成したものです。 

※期間：実質GDP成長率は、2011年10-12月期～2016年10-12月期
の四半期（前期比年率）、失業率は、2011年12月～2017年1月
（月次） 

 
出所：ブルームバーグのデータを基にアセットマネジメントOne作成 
 

米国の実質GDP成長率と失業率の推移 
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 米国の経済状況はおおむね良好。トランプ大統領の政策による米国株式市場の先行きに期待 
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※上記は、過去の実績や作成時点での見通しを示したものであり、当ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 
※見通し・運用方針は将来の市場の変動などにより変更される場合があります。 
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 

指数の著作権等 

ラッセル・マイクロキャップ・インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・
インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものでは
なく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 
Standard & Poor's®並びにS&P®は、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(以下「S&P」)の登録商標です。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（以下「ダウ・ジョーンズ」）の登録商標です。これらはS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与
えられており、アセットマネジメントOne株式会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています。S&P500はS&P ダウ・ジョーン
ズ・インデックスLLCが所有しており、アセットマネジメントOne株式会社に対して使用許諾が与えられています。S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、ダウ・
ジョーンズ、S&Pおよびその関連会社は、アセットマネジメントOne株式会社の商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また投資適合性につい
ていかなる表明をするものではありません。 

当資料のお取り扱いに関する注意事項 

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。 

 

 お申込に際しては、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、主として米国の株式に投資します。組み入れた株式の値動きや、為替相
場の変動などの影響により基準価額が変動しますので、これにより投資元本を割り込み、
損失を被ることがあります。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、当ファンドは元本が保証されているものではありません。 

 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。 

 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。 

投資信託ご購入の注意 


