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米国マイクロ株式市場の見通し 

フィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシーでは、米国マイクロ株式について、2017年後半も引き続き見通しは

明るいと考えています。米国のイールドカーブは右肩上がりで、景気先行指標も経済成長を示唆しており、米国株式市場の

好調さを支える基本的な要素にも変化はみられません。米国マイクロ株式は、米国経済の改善と企業の合併・買収（M&A）

の活発化から恩恵を受けると期待されます。 

   年初来の米国マイクロ株式 

 

年初来のラッセル・マイクロキャップ・インデッ

クス（米ドルベース、配当込み）は、低インフレ

の中で好調さを増す米国経済への期待、M&Aや企

業業績の持ち直しが支えとなり、7月末時点で

3.6％上昇しました。今後についても、マイクロ株

式はこれらの要因から引き続き恩恵を受けると考

えています。 

 

一般にマイクロ株式は、買収の対象となりやすく、

また収益の大半は国内市場から得ています。こう

いった傾向はリスク要因になるものの、米国の景

気が堅調に推移する見通しの中で内需指向のマイ

クロ株式は恩恵を受けやすいと思われます。 

 

足元でも、当ファンドの保有銘柄が買収の対象企

業となり、買収プレミアムが期待される事案がみ

られます。 

マイクロ株式指数の推移 

発表日付 内容 
買収 

プレミアム 

1/16 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% 

1/22 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BNCバンコープ社を買収 11％ 

2/14 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％ 

6/6 プライベートエクイティのカーライル・グループとGTCRがアルバニー・モレキュラー・リサーチ社を買収 50％ 

6/8 中国の投資会社であるGLキャピタル等からなる共同体がサイクロン・ファーマシューティカルズ社を買収 16％ 

2017年の主なM&A事案 

※買収プレミアムは発表日前日より20日間の株価平均をもとに算出したもの。 
※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したものであり、個別銘柄を推奨するものではありません。 
 
出所：ブルームバーグ、フィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシー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。 

※期間：2014年7月31日～2017年7月31日（日次） 
※マイクロ株式は、ラッセル・マイクロキャップ・インデックス（米ドル
ベース、配当込み）の推移 

米大統領選 
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フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 

米国の実質GDP成長率と項目別寄与度の推移 

米ドル／円の推移 

※期間：2012年4-6月期～2017年4-6月期（四半期） 

（％） 

※P1～2のコメントは、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もとにアセットマネジメントOneが作成したものです。 

 

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 
※上記は過去の情報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。 

※期間：2016年10月31日～2017年7月31日（日次） 

   政権運営が与える影響 

 

米議会では、上下両院とも共和党が過半数を占め

ていますが、大型の改革法案を通過させることが

できる絶対多数にはなっていません。足元で医療

保険制度改革（オバマケア）代替法案が否決され

るなど、トランプ大統領は厳しい政権運営を強い

られています。 

 

インフラ支出の増加や保護主義的な通商政策への

期待を背景に、米大統領選後に上昇した鉄鋼やイ

ンフラ関連等一部の銘柄については、トランプ大

統領が改革を進めることができない場合、パ

フォーマンスがさえない展開となる可能性があり

ます。足元、当ファンドにおいては、こうしたセ

クターの組入比率を引き下げています。 

 

   マイクロ株式のパフォーマンス見通し 

 

年初来のパフォーマンスをみると、マイクロ株式

は大型株式に劣後しています。多国籍の大企業は、

現状、ドル安の恩恵を受けており、これが大型株

式のパフォーマンスに貢献しているとみられます。

しかし、世界の金融政策の足並みが徐々にそろっ

てきていることを考えると、通貨安が今後の相対

パフォーマンスにもたらす役割は小さくなると考

えています。 

 

米国のGDPの最大構成要素である個人消費支出は、

年初来でみると依然、プラスを維持しています。

また、米購買担当者景気指数（PMI）の先行指標

である新規受注指数も50台の高水準を保つなど、

米経済の拡大を示唆しています。 

 

今後については、投資に支えられた米国GDP成長

率の加速が、マイクロ株式のアウトパフォーマン

スの呼び水となり、マイクロ株式は相対的に高い

パフォーマンスを上げる可能性があると考えてい

ます。 

 

以上 
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1.米国マイクロ株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。 
 

●主として米国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）のうち時価総額が特に小さいマイクロ・

キャップの株式（マイクロ株式）に投資します。 
 

●株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。 
 

●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
 

※時価総額の変動などにより、当ファンドが保有する株式がマイクロ株式から外れる場合があります。 

 

米国マイクロ株式とは 
 
●当ファンドにおける米国マイクロ株式とは、米国の金融商品取引所に上場する株式の時価総額順において、およそ

2,000位よりも下に位置する時価総額が特に小さい銘柄を指します。 
 

※上記は当ファンドにおける定義であり、一般的な定義とは異なる場合があります。 

 

2.主要な投資指標などから割安と判断される銘柄群のなかから、長期的に値上がりが期待でき
る銘柄に分散投資を行います。 

 

●ポートフォリオの構築にあたっては、米国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析するトップダウン・アプロー

チおよび個別企業の業績や競争力などを精査するボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行います。 
 

●株式の運用指図に係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。 

 

3.原則として、年1回（毎年8月10日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配
を行います。 

 

●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子･配当等収益と売買益（評価益を含みます。）などの全額とし

ます。 
 

●分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、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。 
 

※運用状況により分配金額は変動します。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありま

せん。 

ファンドの特色 

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 

投資者 

（受益者） 

購入代金 

分配金・ 
換金代金・償還金 

フィッシャーUS 

マイクロ株式ファンド 

投資 

損益 

主要投資対象 当ファンド 

米国の株式など 

当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。 
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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。 

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、金利動向、発行企業の業績・経営状況の

変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはその影響

を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

一般的にマイクロ・キャップの株式は、株式市場の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があ

るため、株価変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。 

為替変動リスク 

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、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、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建

資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

流動性リスク 

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合に

は、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性がありま

す。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額

が下落する可能性があります。 

一般的にマイクロ・キャップの株式は、株式市場の平均に比べて時価総額が小さく取引量が少な

いため、流動性リスクが相対的に高くなる可能性があります。 

信用リスク 

有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が

大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付

けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これらの影響

を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

金利変動リスク 
公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社

債の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 

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、税制など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。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落す

る可能性があります。 

※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。 

分配金に関する留意事項 

●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 

 
●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が
あります。その場合、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。また、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。 

 
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合が
あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド 
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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。 

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1万口あ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、ニューヨーク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・

換金のお申込みを取り消す場合があります。 

信託期間 2020年8月10日まで（2015年8月10日設定） 

繰上償還 受益権の総口数が30億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8月10日（休業日の場合は翌営業日） 

収益分配 

毎決算時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。 
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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） 

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など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。 

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 換金申込日の翌営業日の基準価額に0.5％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1.998％（税抜1.85％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの株式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0.8％）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1.20％ 
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0.60％ 
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 

※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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ファンド通信 

※最終ページの「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 

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。 

委託会社その他関係法人の概要 

当資料のお取扱いについてのご注意 

 

●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。 

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。 
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