
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

フューチャー・
バイオテック
追加型投信／内外／株式
日経新聞掲載名：Fバイオテク

2018年６月25日から2019年６月25日まで

第１期 決算日：2019年６月25日

受益者の皆さまへ
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、
世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連
企業の株式へ投資することにより、信託財産の
中長期的な成長を目指して運用を行います。当
期についても、運用方針に沿った運用を行いま
した。

当期の状況

基 準 価 額（期末） 10,049円　　

純資産総額（期末） 176,828百万円

騰　落　率（当期） ＋0.5％　　

分配金合計（当期） 0円　　

※�騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定
して計算したものです。

当ファンドは､信託約款において｢運用報告書(全体版)｣に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、次の手順でご覧 
いただけます｡なお、印刷した｢運用報告書(全体版)｣はご請求により交付させていただきますので、販売会社までお問い合わせください。

　お取引のある販売会社へお問い合わせください。

〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1
（旧：三井住友アセットマネジメント）

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

　フリーダイヤル　0120-88-2976
　受付時間：午前９時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

■当運用報告書についてのお問い合わせ

https://www.smd-am.co.jp

【閲覧方法】https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/にアクセス→ファンド名を入力→検索結果からファンドを選択
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1 運用経過
基準価額等の推移について（2018年６月25日から2019年６月25日まで）

基準価額等の推移

設 定 日 10,000円

期 末 10,049円
（分配金0円（税引前）込み）

騰 落 率 ＋0.5％
（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について
　分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時
に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。

※�分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご
利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額な
どによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）
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基準価額の主な変動要因（2018年６月25日から2019年６月25日まで）

　世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式へ投資することにより、信託財産の
中長期的な成長を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円で
の為替ヘッジを行いません。

●��医療機器関連の株価が上昇したこと

●��バイオテクノロジーの株価が下落したこと
●��米ドルが下落したこと

上昇要因

下落要因

組入れファンドの状況

組入れファンド 投資資産 期末組入比率
カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・
バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）

世界のバイオテクノロジー
関連企業の株式 68.6%

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

世界の医療機器関連企業の
株式 29.8%

※比率は、純資産総額に対する割合です。
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１万口当たりの費用明細（2018年６月25日から2019年６月25日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a）信 託 報 酬 122円 1.213％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は10,075円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：��交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン

ドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：��ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図

の実行等の対価

（ 投 信 会 社 ） （33） （0.325）

（ 販 売 会 社 ） （87） （0.866）

（ 受 託 会 社 ） （2） （0.022）

（b）売買委託手数料 －　 －　 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：��有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う�

手数料（ 株 式 ） （－） （－）

（投資信託証券） （－） （－）

（先物･オプション） （－） （－）

（c）有価証券取引税 －　 －　 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
��有価証券取引税：��有価証券の取引の都度発生する取引に関する�

税金（ 株 式 ） （－） （－）

（ 公 社 債 ） （－） （－）

（投資信託証券） （－） （－）

（d）そ の 他 費 用 1　 0.008　 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：��海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お

よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

（ 保 管 費 用 ） （－） （－）

（ 監 査 費 用 ） （1） （0.007）

（ そ の 他 ） （0） （0.002）

合 　 計 123　 1.221　

※�期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により
算出しています。�
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。�
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。�
※ 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の費用

は後掲の「組入上位ファンドの直近決算概要」をご覧ください。
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最近５年間の基準価額等の推移について（2014年６月25日から2019年６月25日まで）

　当ファンドは、ファンド設定後５年間を経過していないため、設定日（2018年６月25日）以降
の情報を記載しています。

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載していません。

最近５年間の年間騰落率
2018.6.25

設定日
2019.6.25

決算日
基準価額� （円） 10,000� 10,049�
期間分配金合計（税引前）� （円） － 0�
分配金再投資基準価額騰落率� （％） － 0.5�
純資産総額� （百万円） 10� 176,828�

当期
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投資環境について（2018年６月25日から2019年６月25日まで）

バイオテクノロジー株式市場は下落、医療機器関連株式市場は上昇しました。
為替市場では、米ドルが円に対して下落しました。

バイオテクノロジー株式市場
　バイオテクノロジー株式は、設定日から９
月にかけて、良好なファンダメンタルズ（基
礎的条件）とイノベーション（技術革新）を背
景に、堅調に推移しました。しかし、トラン
プ大統領によるメディケアに関する提案（高
額医薬品について、高齢者・障害者向けの公
的医療制度が負担するコストの引下げ）を受
け、10月以降下落に転じました。その後、
当提案の影響は限定的との理解が広がったも
のの、12月に入り米中貿易戦争や欧州の景
気後退が意識され、株式市場全般の下落につ
れて当セクターも下落しました。
　2019年１月に入ると、景気後退懸念が和
らいだことや米中の貿易協定の進展が期待さ
れたことから株式市場が上昇に転じ、当セク
ターも大幅に回復しました。その後、米中協
議の中断や米サンダース議員の医療制度の抜
本改革案（国民皆保険制度への移行提案）を受
け、４月から５月にかけて、当セクターは反
落しました。しかし、６月には当セクター内
でのＭ＆Ａ（企業の合併・買収）の発表により、
再び上昇に転じました。
　当期の市場の動きをナスダック・バイオテ
クノロジー指数（米ドルベース）でみると、設

定日に比べて4.6％下落しました。

医療機器関連株式市場
　設定日から９月にかけては、好調な経済指
標や成長企業が相場をけん引したことなどか
ら、概ね上昇基調で推移しました。しかし
10月から12月にかけては、ＩＭＦ（国際通
貨基金）が世界成長予測を下方修正したこと
や、中国通信大手ファーウェイ社の幹部逮捕
を受け米中貿易摩擦への懸念が高まったこと
などから、下落基調となりました。
　１月以降は、堅調な米国景気指標やＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）が当面利上げを見合
わせる姿勢を示したこと、米中貿易摩擦への
懸念がいったん後退したことなどにより、上
昇しました。しかし５月以降は、トランプ大
統領が中国からの輸入品に対する関税引上げ
を表明し米中貿易摩擦の激化が再燃したこと
などから、軟調な展開となりました。
　ＭＳＣＩヘルスケア機器用品指数（米ドル
ベース）※は設定日に比べて16.5％上昇しまし
た。
※�ＭＳＣＩヘルスケア機器用品指数（米ドルベース）は
フィデリティのカスタムインデックスです。
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ポートフォリオについて（2018年６月25日から2019年６月25日まで）

当ファンド
　「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バ
イオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）」、
「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」の
組入比率を原則として高位に保ちました。
「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイ
オテクノロジー（Ｓクラス、円建て）」、「フィ
デリティ世界医療機器関連株ファンド（為替
ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」への投資
割合は、概ね７：３を維持しました。

カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・ 
バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）
　当ファンドの投資プロセスと意思決定はボ
トムアップにフォーカスしており、銘柄選定
とポートフォリオ構築にあたっては、個別企
業のニュース、特に臨床試験の動向に大きく
依存しています。2018年後半にかけて、ボ
トムアップの観点からバイオ医薬品に強い製
薬大手への投資割合を引き上げたことで、年

末にかけての市場全般の困難な状況にも対応
することができました。加えて、株価が「ゼ
ロパイプライン（新薬候補）」水準で取引され
ていたセルジーンや、臨床的にリスクが相対
的に低いものの外部要因により売られすぎた
銘柄を中心に投資を行いました。
　保有銘柄のうち、セルジーンは１月にブリ
ストル・マイヤーズ・スクイブによって買収
提案を受け、株価は大きく上昇しました。
2019年は他にも、Ｍ＆Ａが活発に行われて
おり、米製薬大手のイーライ・リリーがロク
ソ・オンコロジーを、６月にはファイザーが
アレイ・バイオファーマの買収を発表しまし
た。
　抗体薬物複合体ＤＳ－8201に関する優れ
た臨床データに基づき、第一三共を新規で組
み入れたほか、幅広く有望なパイプラインを
持ち、バリュエーション（価格評価）が割安な
ロシュにも投資を開始しました。一方で、目
標株価に到達したアジレントやアストラゼネ
カを全売却しました。

為替市場
　米中貿易摩擦を巡る動向や世界景気後退へ
の懸念の台頭、一方で米国中心に比較的堅調
な景気指標の発表など、強弱材料が交錯した
こと、米国の金融政策について市場が利下げ

を織り込んでいることなどから、為替市場全
般で方向性が出づらい展開となりました。
　期を通してみると、米ドル・円相場は設定
日109円69銭から期末107円28銭と、２円
41銭の米ドル安・円高の動きとなりました。
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ベンチマークとの差異について（2018年６月25日から2019年６月25日まで）

　ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
　ヘルスケア機器・サービスセクターを中心
に投資を行いました。医薬品・バイオテクノ
ロジー・ライフサイエンスセクター、ソフト
ウェア・サービスセクターなどの銘柄も組み
入れました。具体的には、診断製品、医療用
画像システム、手術用製品を開発・製造・供
給するホロジック、特殊放射線治療、放射線
手術、Ｘ線管技術、デジタル画像検出器、貨
物スクリーニング、非破壊検査機器などを提
供するバリアンメディカルシステムズ、試験、

計測、環境、生命科学、歯科、工業技術など
の分野で使用する専門・医療・商工業用器具
を設計・製造・販売するダナハーなどを買い
入れました。
　一方、血友病、免疫障害、感染症、腎疾患
等の治療関連製品の開発、製造、販売を手が
けるバクスターインターナショナル、診療所
ベースのヘルスケア従事者向けに、業務管理
ソフトウエアなどのヘルスケア製品・サービ
スを提供するヘンリー・シャイン、自社の創
薬プラットフォームで薬剤候補の開発を手が
けるネクター・セラピューティクスなどを売
却しました。

分配金について（2018年６月25日から2019年６月25日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第1期 　当期の分配は、複利効果による信託財産
の成長を優先するため、見送りといたしま
した。なお、収益分配に充てなかった留保
金につきましては運用の基本方針に基づき
運用いたします。

当期分配金 －
（対基準価額比率） （－％）

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 49
※��単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※��「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収
益率とは異なります。
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当ファンド
　「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バ
イオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）」、
「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」の
組入比率を原則として高位に保ちます。「カ
ンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイオテ
クノロジー（Ｓクラス、円建て）」、「フィデ
リティ世界医療機器関連株ファンド（為替
ヘッジなし）（適格機関投資家専用）」への投資
割合は、概ね７：３を維持します。

カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・ 
バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）
　地政学リスクがくすぶる中でも株式市場は
順調に回復しており、高ベータ（市場平均の
株価変動よりも株価が大きく変動する銘柄）・
高クオリティ（財務内容が優れ、利益が安定
している銘柄）の景気循環銘柄が再びアウト
パフォームしています。バイオテクノロジー
セクターに対しては、引き続き強気な見方を
しています。
　足もとのグラスリー米上院議員からの、医
薬品のイノベーションを擁護し、医療制度改

革に反対するコメントや、トランプ米大統領
によるがんやエイズのような疾患を治癒した
いというコメントは、政治圧力の一部を和ら
げました。医療制度改革が当セクターに重大
な影響を与えるとは考えておらず、最も革新
的な企業への投資を継続する方針です。

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド
（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
　医療機器関連セクターは引き続き、先進国
の高齢化進展、新興国の経済成長に伴う医療
需要の拡大、医療の効率化・ＡＩ化・消費者
化など、構造的かつ長期的な成長要因に支え
られると考えています。また米中貿易摩擦の
影響は付加価値の低い消耗品等に限られてお
り、全体として影響は軽微とみています。
　米国の医療制度をめぐる議論や米中貿易摩
擦など、外部的政治要因による短期的な市場
変動は想定されますが、世界医療機器関連株
式の業績は好調に推移することが予想されま
す。また、引き続き構造的な成長要因が相場
を支えると期待されます。ファンドにおいて
は引き続き徹底的な企業調査により、こうし
た環境の恩恵を受けると判断した銘柄に注目
していく方針です。

2 今後の運用方針
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3 お知らせ
合併について

　三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会
社と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。

約款変更について

　委託会社の合併に伴う商号変更および電子公告アドレスの変更に対応するため、信託約款に所
要の変更を行いました。� （適用日：2019年４月１日）
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4 当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式

信 託 期 間 無期限（設定日：2018年６月25日）

運 用 方 針 投資信託証券への投資を通じて、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株
式へ投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主 要 投 資 対 象

当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。

カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）
世界のバイオテクノロジー関連企業の株式

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）
世界（日本を含みます。）の金融商品取引所に上場している医療関連の機器、設備、
技術等を提供する企業の株式

当 フ ァ ン ド の
運 用 方 法

■�主として、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式に投資します。
■�バイオテクノロジー関連企業の株式への投資は、カンドリアム・ベルギー・エス・エーが
運用する「カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て）」
を通じて行います。

■�医療機器関連企業の株式への投資は、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・
カンパニーが実質的に運用する「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジな
し）（適格機関投資家専用）」を通じて行います。

■�バイオテクノロジー関連企業の株式、医療機器関連企業の株式への投資割合は、概ね７：
３を基本とします。

■�実質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を行いません。

組 入 制 限 ■�外貨建資産への直接投資は行いません。

分 配 方 針

■�年１回（原則として毎年６月25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決
定します。

■�分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内
とします。

■�分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※�委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびそ
の金額について保証するものではありません。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
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【2014年6月～2019年5月】(％)
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34.1

-17.5

37.2

-27.4

9.3

-4.0

19.3

-12.3

19.3

-17.4

最大値

最小値
平均値

当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
●平均値 － 10.0％ 11.4％ 7.6％ 2.0％ 3.0％ 1.4％

※��上記期間の月末ごとに、それぞれ直近１年間の騰落率を算出し、最大・平均・最小を表示しています。よって、決算
日に対応した数値とは異なります。�
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

5 代表的な資産クラスとの騰落率の比較

各資産クラスの指数

日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み）
株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。

先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI�Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。

新興国株 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI�Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。

先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE�Fixed�Income�LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。

新興国債 ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）
J.P.�Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の
　発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

設定日から基準日まで１年経過していないため、騰落率
のデータはございません。
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※未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

純資産等

項目 第1期末 ※��当期における、追加設定元本額は190,863,667,995円、
解約元本額は14,906,092,913円です。

純資産総額� （円） 176,828,589,720
受益権総口数� （口） 175,967,575,082
1万口当たり基準価額� （円） 10,049

6 当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2019年６月25日）

組入れファンド等
銘柄名 形態 組入比率

カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て） ルクセンブルグ籍外国投資信託
（円建て） 68.6%

フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）
（適格機関投資家専用） 国内籍投資信託 29.8%

コールローン等、その他 ー 1.7%
※比率は、純資産総額に対する割合です。

円
100.0％

ルクセンブルグ
69.7%

日本
30.3%

外国投資信託証券
68.6%

国内投資
信託証券
29.8%

その他
1.7％

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比） 通貨別配分（純資産総額比）
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組入上位ファンドの直近決算概要（当ファンドの計算期間とは異なります）

カンドリアム・エクイティーズ・Ｌ・バイオテクノロジー（Ｓクラス、円建て） 
（2018年１月１日～2018年12月31日）

基準価額（円建て）の推移

70
80

100

120
110

90

8 9 10 11 127'18/6 期末
※期中の分配金は含みません。
※当社でデータ入手が可能となった2018年６月26日を100として指数化

2018.6.26＝100

組入上位10銘柄

銘柄名 組入比率

1 Biogen�Idec�Inc 8.1%
2 Amgen�Inc 7.4%
3 Regeneron�Pharmaceuticals�Inc 6.5%
4 Celgene�Corp 6.3%
5 Vertex�Pharmaceuticals�Inc 5.7%
6 Gilead�Sciences�Inc 4.8%
7 Illumina�Inc 3.8%
8 Alexion�Pharmaceuticals�Inc 3.1%
9 Biomarin�Pharmaceutical�Inc 2.2%
10 Merck�&�Co�Inc 2.2%

全銘柄数 116銘柄
※比率は純資産総額に対する割合
※全銘柄の情報については、運用報告書（全体版）に記載しています。

(2018年12月31日現在)
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※国別配分は原則発行国もしくは投資国を表示しています。
※2018年12月31日現在

米ドル
90.8%

ユーロ
3.4%

その他
0.0%

スイスフラン 1.2%日本円 1.9%デンマーク
クローネ
2.6%

アメリカ
85.4%

デンマーク
2.6%

オランダ
2.6%

その他
5.9%日本 1.9%

ケイマン諸島 1.6%

株式
99.6%

その他
0.4%

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比） 通貨別配分（ポートフォリオ比）

（ご参考）組入投資信託に係る費用明細

項目 比率 ※�比率は平均純資産総額（期首・期末）に対する費用の割合で、
当社算出値
※�単位当たり費用明細は入手できるデータがないため記載して
いません。なお、費用の総額については、運用報告書（全体
版）の「純資産変動計算書」に記載しています。

投資運用報酬 1.0%
管理事務代行報酬 0.2%
年次税 0.0%
その他諸費用 0.1%

費用合計 1.4%
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フィデリティ世界医療機器関連株ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）（2018年６月21日から2019年６月17日まで）

基準価額の推移

組入ファンド等 （基準日：2019年６月17日）

銘柄名 組入
比率

フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド 100.0%
その他 0.0%
※比率は、純資産総額に対する割合です。

1万口当たりの費用明細 （単位：円）
　　項　目　　　　（内訳） 金額（内訳）
信 託 報 酬　　（投信会社） 88　　（85）
　　　　　　　　　（販売会社） 　　（1）
　　　　　　　　　（受託会社） 　　（2）
売買委託手数料　　（株式） 3　　�（3）
有価証券取引税　　（株式） 0　　�（0）
そ の 他 費 用　　（保管費用） 2　　�（2）
　　　　　　　　　（監査費用） 　　（0）
　　　　　　　　　（その他） 　　（0）
合計 93 � �
※��各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※基準日は2019年６月17日現在です。

日本･円
100.0%

その他
0.0％

日本
100.0% 

その他
0.0％

親投資信託受益証券
100.0%

その他
0.0％

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（純資産総額比） 通貨別配分（純資産総額比）

8,000
9,000

11,000

13,000
12,000

10,000

9 10 11 12 '19/1 2 3 4 5'18/7 8設定日 期末

(円)
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（フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド（2017年12月16日から2018年12月17日まで））

基準価額の推移 組入上位10銘柄 （基準日：2018年12月17日）

銘柄名 通貨 組入
比率

1 BECTON�DICKINSON�&�CO アメリカ･ドル 12.2%
2 BOSTON�SCIENTIFIC�CORP アメリカ･ドル 10.3%
3 THERMO�FISHER�SCIENTIFIC�INC アメリカ･ドル 6.8%
4 MEDTRONIC�PLC アメリカ･ドル 6.5%
5 STRYKER�CORP アメリカ･ドル 6.0%
6 INTUITIVE�SURGICAL�INC アメリカ･ドル 5.0%
7 ABBOTT�LABORATORIES アメリカ･ドル 3.7%
8 TELEFLEX�INC アメリカ･ドル 3.1%
9 UNITEDHEALTH�GROUP�INC アメリカ･ドル 2.7%
10 BAXTER�INTERNATIONAL アメリカ･ドル 2.6%

全銘柄数 51銘柄
※比率は、純資産総額に対する割合です。
※�全組入銘柄につきましては、運用報告書（全体版）に記
載されています。

1万口当たりの費用明細 （単位：円）
　　項　目　　　　（内訳） 金額（内訳）
売買委託手数料　　（株式） 7　　（7）
有価証券取引税　　（株式） 0　　（0）
そ の 他 費 用　　（保管費用） 4　　（4）
合計 10
※��各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※基準日は2018年12月17日現在です。

アメリカ･ドル
96.6%

スイス･フラン
1.4%

その他
2.0%

アメリカ
85.7%

イギリス
2.4%

スイス 1.4% その他
2.0%

オランダ 2.0%

アイルランド
6.5%

外国株式
99.3%

その他
0.7％

資産別配分（純資産総額比） 通貨別配分（純資産総額比）国別配分（純資産総額比）

6,000
9,000

15,000

21,000
18,000

12,000

3 4 5 6 7 8 9 10 11'18/1 2期首 期末

(円)


