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●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

コ ー ル セ ン タ ー 電話番号：0120－25－1404
午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。

当運用報告書に関するお問い合わせ先

＜644552＞

○�交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち
重要なものを記載した書面です。その他の内容について
は、運用報告書（全体版）に記載しております。

○�当ファンドは、投資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
旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の
手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。

＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記URLにアクセス�⇒�ファンド検索機能を利用して該当
ファンドのページを表示�⇒�運用報告書タブを選択�⇒�該当
する運用報告書をクリックしてPDFファイルを表示

○�運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求によ
り交付されます。交付をご請求される方は、販売会社ま
でお問い合わせください。

第４期末（2022年12月７日）
基 準 価 額 10,349円
純 資 産 総 額 32,629百万円

第４期
騰 落 率 △34.6％
分配金（税込み）合計 0円

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなし
て計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示して
おります。

（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

受益者のみなさまへ
　平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
　さて、「グローバル全生物ゲノム株式ファンド
（１年決算型）」は、2022年12月７日に第４期
の決算を行ないました。
　当ファンドは、主として、「グローバル全生物
ゲノム株式マザーファンド」受益証券に投資を
行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして
運用を行なってまいりました。
　ここに、当作成対象期間の運用経過等につい
てご報告申し上げます。
　今後とも一層のお引き立てを賜りますようお
願い申し上げます。

グローバル全生物ゲノム株式ファンド
（１年決算型）

追加型投信／内外／株式

交付運用報告書
第４期（決算日2022年12月７日）

作成対象期間（2021年12月８日～2022年12月７日）
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

期 　 首 ：15,813円
期 　 末 ：10,349円（既払分配金（税込み）：0円）
騰 落 率 ： △34.6％（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみな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
を示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額およびFactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index TRは、期首（2021年12月７日）の値が基準価
額と同一となるように指数化しております。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index TRは当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因
　当ファンドは、主として、「グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、
中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な
変動要因は、以下の通りです。

＜値上がり要因＞
・新型コロナウイルスのオミクロン株などを巡る懸念をこなしつつ、良好なセンチメントのなかで主要

株式市場が2021年末まで上値を追ったこと。
・米国金利の上昇一服や過度な利上げ見通しの後退などから主要株式市場が反発したこと。
・米国インフレのピークアウト期待と米国の利上げペースの減速期待が浮上したことや、中国の新型コ

ロナウイルスの規制緩和などを受けてセンチメントが好転し、株式市場が反発したこと。

期中の基準価額等の推移 （2021年12月８日～2022年12月７日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index TR（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）

（円） （百万円）
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

・米国の積極的な利上げ姿勢や世界的な金利上昇などを背景にアメリカドルや主要通貨に対して円安が
進んだこと。

＜値下がり要因＞
・金利上昇やインフレ懸念、ロシア・ウクライナ情勢の深刻化などを受けて世界的にリスクオフが拡が

り、主要株式市場が大幅に下落したこと。
・インフレ高進と各国の中央銀行の利上げ姿勢などから景気悪化懸念が拡がり、主要株式市場が大幅に

下落したこと。
・大幅な利上げの長期化観測や景気減速懸念、世界的な金利上昇などが悪材料となり、主要株式市場が

再び2022年の年初来安値を更新する下落となったこと。
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

項 目
当 期

項　目　の　概　要
金 額 比 率

円 ％
（a）信託報酬

（投信会社）

（販売会社）

（受託会社）

222

（115）

（101）

（  5）

1.804

（0.935）

（0.825）

（0.044）

（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

委託した資金の運用の対価

運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
情報提供などの対価
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）売買委託手数料

（株式）

12

（ 12）

0.094

（0.094）

（b）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
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（c）有価証券取引税

（株式）

2

（  2）

0.014

（0.014）

（c）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
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（d）その他費用

（保管費用）

（監査費用）

（印刷費用）

6

（  4）

（  1）

（  1）

0.048

（0.033）

（0.004）

（0.011）

（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資
金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

合 計 242 1.960

期中の平均基準価額は、12,301円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応

するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第

３位未満は四捨五入してあります。

１万口当たりの費用明細 （2021年12月８日～2022年12月７日）
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

(参考情報)
○総経費率
　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
除した総経費率（年率）は1.86％です。

（注）当ファンドの費用は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す。
（注）各費用は、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。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

 運用管理費用
（受託会社）

0.04％

総経費率
1.86％

運用管理費用
（投信会社）

0.94％

運用管理費用
（販売会社）

0.83％

その他費用
0.05％

当ファンド
1.86％
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5

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみな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
を示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様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により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index TRは、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）当ファンドの設定日は2019年１月16日です。

2019年１月16日
設定日

2019年12月９日
決算日

2020年12月７日
決算日

2021年12月７日
決算日

2022年12月７日
決算日

基準価額 （円） 10,000 11,045 20,354 15,813 10,349

期間分配金合計（税込み） （円） ― 0 0 0 0

分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 10.5 84.3 △22.3 △34.6
FactSet  Global  Biopharma  & 
Ancillary Services Index TR騰落率 （％） ― 15.0 22.5 15.1 2.9

純資産総額 （百万円） 5,721 121,171 95,986 57,593 32,629
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。

ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2019年12月９日の騰落率は設定当初との
比較です。

（注）FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index TRは当ファンドの参考指数です。
参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです。

最近５年間の基準価額等の推移 （2017年12月７日～2022年12月７日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index TR（左軸）分配金再投資基準価額（左軸）

（円） （百万円）
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

（株式市況）
　世界の主要株式市場は、期間の初めと比べて大幅に下落しましたが、円安による押し上げ効果で円
ベース・リターンでは若干の上昇となりました。
　期間の前半は、一進一退ながらも2022年６月中旬の安値まで下落基調が続きました。期間の初めか
ら2021年末にかけては、新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化リスクが低いことやワクチンの
有効性が示されて過度の警戒感が薄れ、主要株式市場は年末にかけて史上最高値を更新しました。しか
し2022年の年初からは、米国の金融政策の転換への警戒感や、インフレ懸念、金利の急伸、ロシアに
よるウクライナへの軍事侵攻、対露制裁を受けたエネルギー価格の急騰などの悪材料が重なって世界的
にリスクオフが拡がり、主要株式市場は３月上旬まで下げ幅を急速に拡大しました。３月末にかけては、
根強いインフレ懸念などをこなしつつ良好な企業決算やロシアとウクライナとの間の停戦交渉期待など
から買い戻しが進み、市場は一旦急反発しました。しかし４月からは、米国の消費者物価指数
（ＣＰＩ）の急伸を受けて利上げペースの加速化観測が拡がり、米国の長期金利が急上昇したことや、
中国本土のロックダウン（都市封鎖）の長期化懸念などから世界的な景気減速懸念が拡がり、市場はグ
ロース株を中心に大幅に下落しました。その後も、米国のＣＰＩの伸び率加速を受けてインフレ高進へ
の警戒感と大幅な利上げ観測が拡がるなかで、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が0.75％の利上げ
を決定し、各国の中央銀行も利上げに追随して景気悪化懸念が拡がり、主要株式市場は６月中旬に年初
来安値をつける大幅な下落となりました。
　期間の後半は、インフレ率の高止まりと米国の利上げペースをにらんで二番底をつけ、期間末にかけ
てはインフレ・金融引き締めのピークアウト期待から上昇基調に転じました。７月からは、米国金利の
上昇一服や堅調な企業決算などを下支えにセンチメントが好転して市場は反発しました。インフレ圧力
が警戒されつつも、米国の2022年４－６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率（速報値）が前期比マ
イナス0.9％（年率換算）に縮小してテクニカル・リセッション入り（２四半期連続のマイナス成長）
が意識されたことなどから過度な利上げ見通しが薄れ、米国株を中心に８月中旬まで反発基調が続きま
した。しかしその後、欧州を中心とするインフレ率の上昇や、各国の中央銀行のタカ派（インフレ抑制
的）姿勢、大幅な利上げの長期化観測などから市場は再び下落に転じました。中国四川省などのロック
ダウン入りや中国の景気減速懸念、インフレピークアウト期待の剥落、アメリカドル高の進行、世界的
な金利上昇などが悪材料となり、主要株式市場は下げ足を速めて2020年11月以来の安値となりまし
た。10月からは、前月までの下げを経た自律反発や、英国の政治・財政政策を巡る不透明感の解消、
米国の利上げペース減速観測の浮上などから世界的にリスクセンチメントが改善し、米国市場を中心に
反発基調となりました。期間末にかけても、10月の米国のＣＰＩがインフレのピークアウトの可能性
を示唆しＦＲＢによる利上げペースの減速期待が高まったことや、中国のゼロコロナ政策の緩和、米中
対立懸念の後退などを追い風に上昇基調が続きました。しかし期間中の下げを埋めるには至らず、主要
株式市場は下落して期間末を迎えました。

投資環境 （2021年12月８日～2022年12月７日）
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

（為替市況）
　期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。

（当ファンド）
　当ファンドは、「グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を
行ないました。

（グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド）
　期間中の主な投資行動は、以下の通りです。
　新規購入の銘柄は、オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズや、Compass Pathways、モデ
ルナなどです。オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズは、ナノポアベースのシークエンシング
（ＤＮＡ（＝核酸）を構成する塩基の配列を決定すること）技術を主導しており、同技術を提供する唯
一の企業です。ＡＲＫ社では、ナノポア・シークエンシングは、低水準の初期資本コスト、スモール・
フォーム・ファクター、高いスケーラビリティ、低水準な運営コストといった一連の優れた特性を有し
ていると考えています。Compass Pathwaysは、メンタルヘルス分野におけるエビデンス（科学的根
拠）に基づく革新的治療法への患者のアクセスを加速させることに専念しており、治療効果のある幻覚
誘発性トリプタミン（有機化合物の一種）が、治療抵抗性うつ病などのメンタルヘルス症状を持つ人々
を助けることができる研究に注力しています。向精神薬療法市場は発展の初期段階にあり、ＡＲＫ社は、
同社が有利な立場にあると確信しています。モデルナについては、ＡＲＫ社では確信を維持しており、
新型コロナウイルスワクチンの売上高は減少すると見込まれるものの、財務基盤が非常に強固であるこ
とから、ＲＮＡ（リボ核酸）ベースの治療法を開発する他の企業に比べて優位な立場にあると考えてい
ます。
　一方、アマゾン・ドット・コムから買収を受けた1Life Healthcareや、ＣＶＳヘルスによる買収合
意を受けてシグニファイ・ヘルスのポジションを解消し、その資金で確信度の高い銘柄を購入したほか、
コンピュジェンを売却しました。ＡＲＫ社では有効性を示すに至らなかったスイスの大手製薬企業の試
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当ファンドのポートフォリオ （2021年12月８日～2022年12月７日）
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

験データを分析した結果、ＴＩＧＩＴ（ＮＫ細胞およびＴ細胞表面に発現する免疫チェックポイント受
容体）とＤＮＡＭ（活性化免疫受容体）軸を標的とするがん治療薬への信頼感が損なわれました。同社
はＴＩＧＩＴプログラムの推進を決定しており、同スイス企業との差別化を主張していましたが、臨床
プログラムの数が少なく、それらのアップデートもほとんど発表されないこと、また、四半期決算発表
の電話会議の開催を見送ったことなどが同社のパイプライン・リスクが示唆されていると考え、ポジ
ションを解消しました。また、セレス・セラピューティクスを売却しました。同社は、これまでのマイ
クロバイオーム治療において、ドナー由来と非ドナー由来の両方の細菌叢を用いてきました。同社は今
後、拡張性の高い手法である非ドナー由来の細菌叢を主に用いるとの見方を示していますが、ＡＲＫ社
では、ラボで培養可能な細菌のみを用いるとマイクロバイオーム治療に期待される効果が減少する場合
が多いと分析しています。このような方針転換やこれまでのニュースを受けて、同社のポジションを解
消しました。

　当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設
けておりません。
　グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰
落率です。

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。
（注）FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index 

TRは当ファンドの参考指数です。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2021年12月８日～2022年12月７日）

基準価額 FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index TR

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）（％）
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

　分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充
当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　　　目
第４期

2021年12月８日
～2022年12月７日

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 8,271
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

（当ファンド）
　引き続き、ファンドの基本方針に則り、「グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド」受益証券を
原則として高位に組み入れて運用を行ないます。

（グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド）
　技術革新の進歩や費用曲線の低下に関連したデフレ圧力が今後３～５年間においてゲノム企業・ゲノ
ム関連企業の売上数量増加をもたらし、生産性、収益性を押し上げることになると予想しています。よ
り重要なこととして、ＤＮＡシークエンシングやゲノム編集などに関連する技術的進歩によって科学的
発見のペースが加速することで、病気の症状だけを抑えるという治療ではなく、患者一人ひとりの病気
を根治する個別化医療の時代の到来が予見されます。細胞療法の革新と他家由来細胞の活用が組み合わ
さることで、細胞療法の市場規模がさらに1,500億アメリカドル拡大する可能性があり、がんの遺伝子
療法の総市場規模は約20倍に増加し、2,600億アメリカドルを超えると期待されます。そうした治療
法のブレークスルー（大躍進）を受けて、シークエンシングに対する需要の拡大が加速すると思われ、
シークエンシングは通常の医療の一部になると考えられます。また、これらの技術はヘルスケアの分野
を超えて拡大してきています。例えば、2025年までＣＲＩＳＰＲ技術（ゲノム編集技術の１つ）は農
業畜産水産物市場を推定でおよそ1,700億アメリカドル拡大させる可能性があり、世界の人口増加が予
想されるなかで食料供給を支えるとみられています。人為的要因による土壌汚染や海洋汚染をゲノム技
術の活用によって低減させ、それによって持続可能な作物の栽培や水産物の養殖が可能になるとみられ
ます。当ファンドでは、ＤＮＡシークエンシングやゲノム編集、ＡＩ技術などの融合を活かし、世界経
済においてあらゆる産業に影響を与える可能性がある企業を選好していく方針です。
　将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

分配金 （2021年12月８日～2022年12月７日）

今後の運用方針
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

　今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

お知らせ
　2021年12月８日から2022年12月７日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2019年１月16日から2028年12月７日までです。

運 用 方 針 主として、「グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産
の成長をめざして運用を行ないます。

主 要 投 資 対 象

グローバル全生物ゲノム株式
フ ァ ン ド （ １ 年 決 算 型 ）

「グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象
とします。

グローバル全生物ゲノム株式
マ ザ ー フ ァ ン ド

日本を含む世界の金融商品取引所上場株式（預託証券を含みます。）を主
要投資対象とします。

運 用 方 法

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行な
う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を
めざして運用を行ないます。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性
などを勘案して行ないます。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

分 配 方 針
毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針
です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

当ファンドの概要
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

（参考情報）
○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

（単位：％）
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

最大値 112.1 42.1 59.8 62.7 5.4 7.9 15.7
最小値 △ 52.9 △16.0 △12.4 △19.4 △4.5 △4.5 △ 9.4
平均値 16.8 6.9 15.1 7.9 △0.0 3.1 1.9

（注）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。
（注）2017年12月から2022年11月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、

当ファンドは2020年１月以降の年間騰落率を用いております。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
《各資産クラスの指数》

日 本 株：東証株価指数（TOPIX、配当込）
先 進 国 株：MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
新 興 国 株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
日 本 国 債：NOMURA-BPI国債
先 進 国 債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新 興 国 債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。
当ファンドの参考指数について
●FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Index TR
FactSet Global Biopharma & Ancillary Services Indexは、ファクトセット社が開発した世界のバイオ医薬品の開発、研究、製造、ソフ
トウェア技術等を手掛ける企業の株式で構成された指数です。
指数について
●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰ
Ｘ総研の関連会社に帰属します。●MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進
国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI 
Inc.に帰属します。●MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式
を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属
します。●NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
證券株式会社は、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日興ア
セットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。●FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、
当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。●JPモルガンGBI-EMグローバル・ディ
バーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債
を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

最大値（当ファンド） 最大値 最小値（当ファンド） 最小値 平均値
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

○組入上位ファンド
銘　柄　名 第４期末

％
グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド 98.9

組入銘柄数 １銘柄
（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

項　　　　　目
第４期末

2022年12月７日
純 資 産 総 額 32,629,446,525円
受 益 権 総 口 数 31,528,201,735口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 10,349円

（注）期中における追加設定元本額は4,289,887,530円、同解約元本額は9,183,131,494円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2022年12月７日現在）

親投資信託受益証券
98.9％

親投資信託受益証券
98.9％

○資産別配分
その他
1.1％

日本
98.9％
日本
98.9％

○国別配分
その他
1.1％

円
98.9％
円

98.9％

○通貨別配分
その他
1.1％

純資産等
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

組入上位ファンドの概要
グローバル全生物ゲノム株式マザーファンド

【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】
（2021年12月８日～2022年12月７日）

項 目 当 期
金 額 比 率

円 ％
（a）売 買 委 託 手 数 料 12 0.095

（ 株  式 ） （12） （0.095）
（b）有 価 証 券 取 引 税 2 0.014

（ 株  式 ） （ 2） （0.014）
（c）そ の 他 費 用 4 0.033

（ 保 管 費 用 ） （ 4） （0.033）
合 計 18 0.142
期中の平均基準価額は、13,182円です。

（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含

む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご
とに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（円）
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（2021年12月８日～2022年12月７日）

【組入上位10銘柄】
（2022年12月７日現在）

銘柄名 業種／種別等 通貨  国（地域） 比率
％

1 EXACT SCIENCES CORP 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 7.1
2 CRISPR THERAPEUTICS AG 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル スイス 5.6
3 INTELLIA THERAPEUTICS INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 4.4
4 VERACYTE INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 4.1
5 IONIS PHARMACEUTICALS INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 4.0
6 BEAM THERAPEUTICS INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 3.8
7 CAREDX INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 3.5
8 ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 3.5
9 CORTEVA INC 素材 アメリカドル アメリカ 3.2

10 PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス アメリカドル アメリカ 3.0
組入銘柄数 52銘柄

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
 ※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

【貸借対照表】
（単位：円）

第３期 第４期
2021年12月７日現在 2022年12月７日現在

資産の部
流動資産

コール・ローン 1,346,245,451 689,658,293
親投資信託受益証券 57,102,543,576 32,286,072,648
未収入金 187,093,529 110,333,562
流動資産合計 58,635,882,556 33,086,064,503

資産合計 58,635,882,556 33,086,064,503
負債の部

流動負債
未払解約金 295,172,429 112,503,527
未払受託者報酬 18,017,443 8,270,629
未払委託者報酬 720,700,034 330,827,655
未払利息 675 1,607
その他未払費用 8,245,260 5,014,560
流動負債合計 1,042,135,841 456,617,978

負債合計 1,042,135,841 456,617,978
純資産の部

元本等
元本 36,421,445,699 31,528,201,735
剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 21,172,301,016 1,101,244,790
（分配準備積立金） 19,274,674,592 14,607,135,463

元本等合計 57,593,746,715 32,629,446,525
純資産合計 57,593,746,715 32,629,446,525

負債純資産合計 58,635,882,556 33,086,064,503
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グローバル全生物ゲノム株式ファンド（１年決算型）

【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第３期 第４期
自　2020年12月８日 自　2021年12月８日
至　2021年12月７日 至　2022年12月７日

営業収益
受取利息 254 299
有価証券売買等損益 △15,459,625,063 △17,435,226,799
その他収益 799 －
営業収益合計 △15,459,624,010 △17,435,226,500

営業費用
支払利息 227,244 150,909
受託者報酬 41,195,651 17,914,539
委託者報酬 1,647,830,631 716,586,388
その他費用 10,563,021 5,978,896
営業費用合計 1,699,816,547 740,630,732

営業利益又は営業損失（△） △17,159,440,557 △18,175,857,232
経常利益又は経常損失（△） △17,159,440,557 △18,175,857,232
当期純利益又は当期純損失（△） △17,159,440,557 △18,175,857,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
に伴う当期純損失金額の分配額（△） 1,904,001,554 △2,297,533,084

期首剰余金又は期首欠損金（△） 48,826,962,674 21,172,301,016
剰余金増加額又は欠損金減少額 25,396,679,311 1,045,010,734

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 － －
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 25,396,679,311 1,045,010,734

剰余金減少額又は欠損金増加額 33,987,898,858 5,237,742,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 33,987,898,858 5,237,742,812
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 － －

分配金 － －
期末剰余金又は期末欠損金（△） 21,172,301,016 1,101,244,790
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