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日経新聞掲載名：Fバイオテク

2019年６月26日から2020年６月25日まで

第２期 決算日：2020年６月25日

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し
上げます。
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。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

当期の状況

基 準 価 額（期末） 12,416円

純資産総額（期末） 80,023百万円

騰　落　率（当期） ＋23.6％

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。

【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

　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

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

　コールセンター　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
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1 運用経過
基準価額等の推移について（2019年６月26日から2020年６月25日まで）

基準価額等の推移

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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純資産総額（百万円）：右軸

分配金再投資基準価額（円）：左軸
基準価額（円）：左軸

期 首 10,049円

期 末 12,416円
（分配金0円（税引前）込み）

騰 落 率 ＋23.6％
（分配金再投資ベース）

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
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基準価額の主な変動要因（2019年６月26日から2020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。

●バイオテクノロジーの株価、及び医療機器関連の株価が上昇したこと

●米ドルが円に対して下落したこと

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 69.6％

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 28.2％

※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（2019年６月26日から2020年６月25日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a）信 託 報 酬 134円 1.232％ 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10,862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 ） （36） （0.330）

（ 販 売 会 社 ） （96） （0.880）

（ 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　 0.007　 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） （0.006）

（ そ の 他 ） （0） （0.001）

合 　 計 135　 1.239　

※�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。
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参考情報 総経費率（年率換算）

総経費率
1.98%

運用管理費用
（受託会社） 0.02%

運用管理費用および
運用管理費用以外
0.74%

運用管理費用
（販売会社） 0.88%

運用管理費用
（投信会社） 0.33%

投資先ファンドの費用 0.74%2 当ファンドの費用 1.24%1

その他費用
0.01%

総経費率（ 1 + 2 ） 1.98%

1 当ファンドの費用の比率 1.24%

2 投資先ファンドの費用の比率 0.74%

※�1の各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率
は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。「１万口当たりの費用明細」の各比率と
は、値が異なる場合があります。

※�2の投資先ファンド（当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く））の費用は、実際
に投資しているシェアクラスのデータが入手できない場合は、入手可能なファンド全体のデータをもとに
委託会社が計算したものです。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、ま
とめて表示しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。
※�1と 2の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。ま
た、計上された期間が異なる場合があります。
※�上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取
引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した比率に、
投資先ファンドの経費率を加えた総経費率（年率）は1.98％です。
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最近５年間の基準価額等の推移について（2015年６月25日から2020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 2019.6.25 2020.6.25

設定日 決算日 決算日
基準価額� （円） 10,000� 10,049� 12,416�
期間分配金合計（税引前）� （円） －� 0� 0�
分配金再投資基準価額騰落率� （％） －� 0.5� 23.6�
純資産総額� （百万円） 10� 176,828� 80,023�
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純資産総額（百万円）：右軸

最近５年間の推移

分配金再投資基準価額（円）：左軸
基準価額（円）：左軸

設定日
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投資環境について（2019年６月26日から2020年６月25日まで）

バイオテクノロジー株式市場、及び医療機器関連株式市場が上昇しました。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
　2019年の７月から９月にかけて、バイオ
テックセクターは薬価に関する議論への懸念
から、軟調に推移しました。10月から12月
に掛けては、良好な臨床試験結果が多く、さ
らにＭ＆Ａ（企業の合併・買収）の発表も相次
ぐ中で、当セクターは大きく上昇しました。
この流れは年明けから２月まで続きましたが、
コロナウイルスの影響が深刻化する中で、３
月上旬から中旬にかけて、株式市場全般の下
落に連れて当セクターも下落しました。しか
しながら、当セクターの業績に与える影響が
限定的だと思われること、コロナ治療薬やワ
クチンの開発期待から株価の戻りが早く、３
月下旬以降上昇に転じ、期末にかけて上昇相
場が続きました。
　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、期
首に比べて27.2％上昇しました。

医療機器関連株式市場
　期初から10月下旬にかけては、ＦＲＢ（米
連邦準備制度理事会）やＥＣＢ（欧州中央銀
行）のハト派（景気を重視する立場）姿勢が強

まったことが下支えとなった一方、米中通商
交渉については進展もみられたものの、不透
明感が残る展開となったことなどから、一進
一退で推移しました。その後は、12月に米
中両政府が通商交渉で第一段階の合意に達し
たことや、良好な米国の経済指標などを背景
に上昇し、２月中旬には、主要な米国株式指
数が過去最高値を更新しました。２月下旬か
ら３月下旬にかけては、新型コロナウイルス
の感染が米国や欧州で広がり、各国が渡航の
禁止や外出制限を発表する中で、経済活動の
停滞が意識され大幅に下落しました。期末に
かけては、米国をはじめとする主要国政府の
大規模な経済対策の発表や、米国や欧州各国
における外出制限の緩和を受けた経済活動の
正常化に向けた期待、ワクチンや治療薬の開
発への期待などがけん引役となり、大きく上
昇する展開となりました。
　当期の市場の動きをＭＳＣＩヘルスケア機
器用品指数（米ドルベース）でみると、期首に
比べて6.3％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（2019年６月26日から2020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、個別企業
のニュース、特に臨床試験に大きく依存して
います。これが銘柄選定とポートフォリオ構
築の基礎となっています。ただし、新型コロ

ナウイルスの影響が顕著になった段階では現
金比率を５～９％程度とやや高めに保ち、市
場が崩れた局面では保有していた現金を活用
し、商業段階の企業や、臨床試験結果が良好
で医薬品開発の目処が立っている企業を中心
に、臨床的にリスクの低い企業の買い増しを
実施することができました。また、一部のバ
イオテクノロジー企業に関しては新型コロナ
ウイルスの治療薬やワクチンへの開発期待が
先行する場面も見られましたが、他の疾病と
同様に一貫して臨床データを重視するアプ
ローチを取りました。
　個別銘柄では、アッヴィをバリュエーショ
ン（投資価値評価）が非常に割安なタイミング
で購入し、目標株価に到達したため売却しま
した。ロシュについても目標株価に到達した
ため、売却しました。また、マイランはバイ
オシミラー（先発のバイオ医薬品の特許が切
れた後に発売されるバイオ医薬品）の成長性
に期待して投資を行ったものの、業績に与え
るインパクトは想定より小さいことが明らか

為替市場
　期を通して、米中通商交渉の進捗度合いや、
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大とそ
れに伴う都市封鎖、その後の感染拡大鈍化に
伴う経済活動の再開など、強弱材料が交錯し
ました。また、新型コロナウイルスの感染拡
大を受けた米国の金融緩和により、日米の金

利差は縮小しましたが、米国ではマイナス金
利に対して否定的な見方も多く、その後金利
差は膠着状態が続いたことなどから、米ド
ル・円相場は方向性の出にくい展開となりま
した。
　当期の米ドル・円相場は、期首の107円
28銭から期末は107円06銭と、０円22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（2019年６月26日から2020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。

になってきたことから、売却しました。一方、
開発中の気管支拡張症治療薬が有望であると
判断したインスメッドを新規で組み入れたほ
か、開発中のＩＧＭ抗体において課題であっ
た製造工程などで解決策を見出したと判断し
たＩＧＭバイオサイエンシズを新たに組み入
れました。また、割安と判断したワクチン開
発・製造のリーディング企業であるサノフィ
も新規組入れを行いました。

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の銘柄も

組み入れました。
　主要購入銘柄は、クラウドを基盤としたビ
ジネスサービス会社ヴィーバ・システムズ、
インスリン依存型糖尿病患者向け製品の設計、
開発、商品化を手掛ける医療機器メーカーで
あるタンデム・ダイアベティス・ケア、感染
症のほか婦人科、消化器等疾患の発見、診断
に役立つソリューションを提供するクイデル
などでした。主要売却銘柄は、特殊手術用お
よび医療製品の開発・製造・販売会社である
ストライカー、多角的なビジネスを展開する
医療器具メーカーであるボストン・サイエン
ティフィック、多様な製品の研究、開発、製
造、販売およびサービスを幅広く手掛けるヘ
ルスケア製品メーカーのアボット・ラボラト
リーズなどでした。

分配金について（2019年６月26日から2020年６月25日まで）

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第2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 2,415
※��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）
　株式市場全般、特にヘルスケアおよびバイ
オテクノロジーセクターについては引き続き
強気にみています。グローバルでの人口の高
齢化（疾病のリスクが上昇）とイノベーション
はセクターの長期的なドライバー（原動力）
となる一方で、バリュエーションは妥当な水
準だと考えています。ポートフォリオ構築は
臨床試験の分析を通じたボトムアップでの銘
柄選定を行い、最も革新的な医薬品を開発し
ている企業への投資を継続します。米国での

大統領選挙については影響を注視しますが、
今回の選挙による医療制度への大きな変革は
見込んでいません。

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）
　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。
　新型コロナウイルスの感染拡大は、世界的
な経済および金融市場へ深刻な影響を与えて
いる一方、一部には足元で需要が拡大してい
る医療機器・検査機器があることや、市場全
体の下落により割安な優良銘柄を発掘する好
機が生まれていることに着目しています。中
長期的にみて世界医療機器関連株式の業績は
好調が予想され、また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。　

� （2020年６月30日現在）

2 今後の運用方針
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3 お知らせ
約款変更について

　該当事項はございません。
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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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【2015年6月～2020年5月】(％)
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-22.0

34.1
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-12.3

19.3

-17.4

最大値

最小値
平均値

34.0

-13.8

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 8.5％ 5.5％ 7.1％ 3.1％ 1.9％ 0.9％ 0.3％

※��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。�
※当ファンドの騰落率は、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。
※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。

【2019年６月～2020年５月】
ファンド設定１年後以降の月末データを使用しています。
よって右のグラフとは計算期間が異なります。
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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2期末 ※��当期における、追加設定元本額は8,319,504,002円、
解約元本額は119,832,607,820円です。

純資産総額� （円） 80,023,749,720
受益権総口数� （口） 64,454,471,264
1万口当たり基準価額� （円） 12,416

6 当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2020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） 69.6％

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 28.2％

コールローン等、その他 ー 2.1％
※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
71.1%

日本
28.9%

外国投資信託証券
69.6%

国内投資
信託証券
28.2%

その他
2.1%

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） 
（2019年１月１日～2019年12月31日）

基準価額（円建て）の推移

3 4 5 6 7 8 9 10 11'19/2期首 期末
90
100
110
120
130
140
150

※分配金再投資ベース

期首＝100

組入上位10銘柄

銘柄名 組入比率

1 Vertex�Pharmaceuticals�Inc 7.8%
2 Gilead�Sciences�Inc 6.8%
3 Amgen�Inc 6.7%
4 Regeneron�Pharmaceuticals�Inc 6.1%
5 Biogen�Idec�Inc 5.1%
6 Illumina�Inc 3.6%
7 Alexion�Pharmaceuticals�Inc 3.2%
8 Bristol�Myers�Squibb�Co 2.6%
9 Seattle�Genetics�Inc 1.7%
10 Ptc�Therapeutics 1.6%

全銘柄数 100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。

(2019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。
※2019年12月31日現在

米ドル
92.7%

ユーロ
3.8%

日本円 0.7%スイスフラン 1.1%
デンマーク
クローネ
1.6%

アメリカ
85.5%

オランダ
2.5%

デンマーク
2.5%

その他
5.8%ドイツ 2.3%

アイルランド 1.4%

株式
94.3%

その他
5.7%

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（ポートフォリオ比）

1万口当たりの費用明細
　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。



フューチャー・バイオテック

16

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）（2019年６月18日から2020年６月15日まで）

基準価額の推移

組入ファンド等 （基準日：2020年６月15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） 98�　（94）
　　　　　　　　　（販売会社） 　　（1）
　　　　　　　　　（受託会社） 　　（2）
売買委託手数料　　（株式） 4�　�（4）
そ の 他 費 用　　（保管費用） 3�　�（2）
　　　　　　　　　（監査費用） 　　（1）
　　　　　　　　　（その他） 　　（0）
合計 104 � �
※��各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※基準日は2020年６月15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）

3,000
6,000

12,000

18,000
15,000

9,000

9 10 11 12 '20/1 2 3 4 5'19/7 8期首 期末

(円)



フューチャー・バイオテック

17

（フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド（2018年12月18日から2019年12月16日まで））

基準価額の推移 組入上位10銘柄 （基準日：2019年12月16日）

銘柄名 通貨 組入
比率

1 BOSTON�SCIENTIFIC�CORP アメリカ･ドル 11.7%
2 BECTON�DICKINSON�&�CO アメリカ･ドル 11.1%
3 THERMO�FISHER�SCIENTIFIC�INC アメリカ･ドル 9.9%
4 INTUITIVE�SURGICAL�INC アメリカ･ドル 7.4%
5 STRYKER�CORP アメリカ･ドル 6.7%
6 DANAHER�CORP アメリカ･ドル 4.8%
7 ABBOTT�LABORATORIES アメリカ･ドル 3.7%
8 INSULET�CORP アメリカ･ドル 3.4%
9 HOLOGIC�INC アメリカ･ドル 3.4%
10 MASIMO�CORP アメリカ･ドル 3.3%

全銘柄数 46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） 4　　（4）
そ の 他 費 用　　（保管費用） 2　　（2）
合計 7
※��各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※基準日は2019年12月16日現在です。

アメリカ･ドル
96.1%

スイス･フラン
1.9%

オーストラリア･ドル 1.5% ニュージーランド･ドル 1.0%
その他
-0.4%

アメリカ
92.2%

スイス
1.9%

ニュージーランド 1.0% その他 0.9%
その他
-0.4%

オーストラリア 1.5%

アイルランド
3.0%

外国株式
100.4% 

その他
-0.4%

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）

7,000
10,000

16,000

22,000
19,000

13,000

3 4 5 6 7 8 9 10 11'19/1 2期首 期末

(円)


