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販売用資料
2021年3月3日

※P9の「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。

運用状況のご案内世界小型株式市場の見通しとトップダウン・アプローチの有効性

当ファンドはトップダウン・アプローチを活用して、投資魅力度の高い世界の小型株式を発掘して投

資します。小型株式は大型株式と比べて値動きは大きいものの、長期的には高い成長が期待できます。

当資料では、世界小型株式市場の見通しと、現在の市場環境におけるトップダウン・アプローチの有

効性ついてご説明します。

1

世界小型株式の魅力

※期間：2019年12月31日～2021年1月29日（日次）
※2019年12月31日を100として指数化。

 世界小型株式は、2020年2～3月に新型コロナウイルスの感染拡大を受けて大きく下落したも

のの、その後は経済正常化への期待感が高まり、3月23日の最安値から2021年1月末までの

騰落率は＋98.0%となりました。

 米大統領選挙後、大統領選挙への不透明感の後退やバイデン新政権の掲げた政策による景気

回復への期待感が高まり、世界小型株式は世界大型株式より大きく反発しました。

【世界小型株式の推移（米ドルベース）】

118.4

【米大統領選挙前後における世界株式の規模別騰落率】

2020年3月23日（コロナ・ショック時の最安値）
59.8

+98.0%

①
米大統領選挙前

②
米大統領選挙後

世界小型株式 -2.9% 21.9%

世界大型株式 2.2% 12.2%

※➀2019年12月31日～2020年11月3日、②2020年11月3日～2021年1月29日

※各指数はP9の「当資料における使用指数等について」をご参照ください。
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。

米大統領選挙
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※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。また、見通しは作成時点の
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。

 企業の規模別の利益見通しに目を向けると、世界小型株式は相対的に高い利益成長が見込

まれます。

 2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で世界小型株式、大型株式ともに利益は大

きく落ち込みました。しかし、2021年以降は各国の政策対応やワクチンの普及などを背景

とした世界経済の回復が期待されており、世界小型株式の利益も大きく反発することが予

想されています。

※期間：2011年～ 2022年（年次）
※2021年以降はブルームバーグが集計したアナリスト予想値。
※2011年を100として指数化。
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

予想値

※期間：2011年1月末～2021年1月末（月次）
※オレンジ色の背景はOECD景気先行指数の景気上昇局面を表しています。
※世界小型株式÷世界大型株式は、世界小型株式の上昇率が世界大型株式を上回った場合に上昇し、下回った場合は下落します。
※各指数はP9の「当資料における使用指数等について」をご参照ください。
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

【景気循環と世界小型株式÷世界大型株式の推移】

 OECD景気先行指数をみると、世界小型株式は世界大型株式と比較して景気上昇局面におい

て良好なパフォーマンスとなる傾向にあります。

 足もとではコロナ・ショック後、各国の金融政策などを背景に景気上昇局面にあり、世界小

型株式優位の展開になることが期待されます。

（倍）

【1株当たり純利益の推移（米ドルベース）】

※OECD景気先行指数はOECD（経済協力開発機構）が、景気循環の転換点を早期に見極めるために算出した指数です。

世界小型株式優位

世界大型株式優位
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※期間：2018年1月～2021年1月、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。
※買収プレミアム平均値とは、買収件数すべての買収プレミアムを平均したもの、買収プレミアム中央値は買収件数すべての買収プ
レミアムの中央に位置する値を表します。

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。また、見通しは作成時点の
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。

【M&Aの件数と買収プレミアム（過去3年）】

 規模の小さい企業を対象としたM&Aは、買収件数・買収プレミアム*の平均値では大型株式

を上回っていることから、株式投資の面でも小型株式投資におけるリターンの源泉になる

可能性があります。

 一般に、規模の小さい企業は事業分野が限られていることが多く、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。

 当ファンドの投資対象とする世界小型株式も、M&Aの対象となり、ファンドのリターンに

寄与することが期待されます。

M&A（企業の買収・合併）による小型株式の成長に注目

【世界のM&A取引総額・取引件数の推移】

 過去10年間では、M&Aの取引件数、取引総額は活発な傾向にありましたが、2020年4-6月

期のM&Aの取引総額、取引件数は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響などから

大きく落ち込みました。今後は、各国の金融緩和により資金調達を行いやすい環境と考え

られることや、事業売却を行う企業の増加などを背景に、世界的なM&A環境の回復が期待

されます。

（件数）

※期間：2011年1-3月期～ 2020年10-12月期（四半期）
※上記は取引状況に関わらず、発表されたすべての買収案件を含みます。
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

（兆米ドル）

＊買収プレミアムとは、買収対象企業のM&A発表直前の市場株価に対する買収価格の上乗せ部分を指します。

買収件数
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 319件 35.2% 24.5%

世界大型株式 57件 30.6% 28.8%
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※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。また、見通しは作成時点の
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。

トップダウン・アプローチの有効性

 当ファンドでは、マクロ経済環境を予測し、現在の環境から追い風を受けたり逆風を受け

たりする可能性が最も高い国・地域、セクターを特定し、その予測に基づいてポートフォ

リオを構築するトップダウン・アプローチによって運用を行います。

 トップダウン・アプローチが最適な市場環境は、国・地域やセクター間、および個別銘柄

間で大きなパフォーマンスの差があり、それを利用して超過リターンを生み出す機会があ

る環境です。

 2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、世界株式の各セクターにおけるリ

ターンの差は過去と比較して大きく、国・地域やセクターの選別がより重要な1年となりま

した。このような環境は、トップダウン・アプローチにとって有効な市場環境であると考

えています。

 2021年も新型コロナウイルス感染症の影響が続くと考えられ、各セクターにおけるリター

ンの差は2020年同様大きい可能性があります。

【各年における世界株式のセクター別リターン（年次）】

※期間：2011年～2020年（年次）
※使用指数はP9の「当資料における使用指数等について」をご参照ください。
※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。
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

【直近の当ファンド組入銘柄のM&A事例】
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【ボルサ・イ・メルカードス・エスパニョーレス・ソシエダッド・ホールディングス
の買収発表日前後1ヵ月の株価推移】

※期間：2019年10月18日～2019年12月18日（日次）
※上記は、当ファンド組入銘柄のM&A事例を示すことのみを目的としており、特定の企業、業種や案件に対する投資評価などを示
すものではありません。

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

2019年11月18日
買収発表日

（米ドル）

発表年月日 内容 買収プレミアム 買収プレミアム額

2019/11/18
スイスの金融グループであるシックス グループがス
ペインのボルサ・イ・メルカードス・エスパニョー
レス・ソシエダッド・ホールディングスを買収

29.8% 約690百万米ドル

※当ファンドは2020年2月26日にボルサ・イ・メルカードス・エスパニョーレス・ソシエダッド・ホールディングスを売却しました。

11年 13年 15年 17年 19年12年 14年 16年 18年 20年

（%）
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ファンドの特色

1

3

2

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。

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。

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。
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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。

基準価額の変動要因

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。

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。
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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
決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。

※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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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1.87%（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。

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）

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。

※上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。
※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。

5,000万円未満 3.30％（税抜3.00％）

5,000万円以上1億円未満 1.65％（税抜1.50％）

1億円以上 0.55％（税抜0.50％）

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
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委託会社その他関係法人の概要

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。

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・ラージ・キャップ・インデックス、 MSCI ワールド・インデックス
（セクター別）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 & 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。

当資料における使用指数等について

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（税引後配当込み）、世界大型株式：MSCIワールド・ラージ・キャッ
プ・インデックス（税引後配当込み）、世界株式：MSCI ワールド・インデックス（セクター別）
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 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

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。

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

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


