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2019年10月16日
日興アセットマネジメント株式会社

※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

基準価額の推移と騰落率について

8月1日にトランプ米大統領が対中制裁関税第4弾の発動を表明したことなどから、世界的に株価

が下落したことに加え、米国での薬価引き下げの議論や当ファンドの保有銘柄の一部の資金調達に

よる株式価値の希薄化懸念などから、当ファンドの基準価額は下落基調となりました。

本資料では、当ファンドのマザーファンドの運用に助言を行なうアーク・インベストメント・マネジメン

ト・エルエルシー（ARK）からのコメントなどを参考に、足元の下落の要因や今後の見通しについて、

お伝えします。

足元の基準価額の下落と今後の見通しについて

グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）

※ 基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の1万口当たりの値です。
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銘柄 国 業種 寄与度
株価

騰落率⋆

① インビテ アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー -1.66% -28.3%
② インテリア・セラピューティクス アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー -1.17% -26.2%
③ ルビウス・セラピューティクス アメリカ 医薬品・バイオテクノロジー -0.87% -41.0%
④ CRISPRセラピューティクス スイス 医薬品・バイオテクノロジー -0.86% -19.1%
⑤ ガーダント・ヘルス アメリカ ヘルスケア機器・サービス -0.85% -32.1%
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＜株価の推移＞
（2018年1月初～2019年9月30日）（米ドル）

上記銘柄の下落理由として、資金調達に絡む株式価値の希薄化懸念や市場予想を下回る決算

内容といった個別要因に加え、米国での薬価引き下げの議論再燃などが、バイオ医薬品関連セ

クター全体の重石となったことが考えられます。

足元の下落要因について

 当ファンドのマイナス要因となった主な銘柄（2019年7月末～9月末）

ARKのコメントおよび各社公表資料など信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の

銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

 当ファンドのマイナス要因となった主な銘柄の下落理由について

転換社債の発行による株式の希薄化
懸念が重石に

 同社の株価は、2019年8月上旬に今年の高値
を付けたものの、9月4日引け後に2億米ドルの
転換社債の発行を発表（6日に、3億米ドルへ
増額）、これによる株式価値の希薄化懸念などから、翌5日の取引で9％弱下落しました。

 その後も、米国での薬価引き下げ議論の再燃などにより、バイオ医薬品関連セクターが下落
する中、同社の株価も下落基調となりました。

 尚、同社では転換社債による調達資金は既存の社債の返済資金に充てるほか、設備投資、
国際的な事業の拡大など、将来の事業拡大のための資金と説明しています。

* 2019年7月31日～9月30日の株価騰落率（米ドルベース）

① インビテ

 検査精度の高さやコスト競争力などから、同社の分子診断サービスによる診断が標準的な診断

方法になる可能性があると考えており、今後の業績のさらなる拡大を見込んでいます。

ARKの視点

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。


データ

				DT		FUND		FUND_MEI2		KJUN		BP_G								No.		基準日		通貨コード		通貨		レート

		1/16/19		20190116		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10000		0						1/16/19		1		20190116		001		USD		108.44

		1/17/19		20190117		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9836		0						1/17/19		2		20190117		001		USD		108.97

		1/18/19		20190118		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9933		0						1/18/19		3		20190118		001		USD		109.39

		1/21/19		20190121		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10032		0						1/21/19		4		20190121		001		USD		109.67

		1/22/19		20190122		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10031		0						1/22/19		5		20190122		001		USD		109.69

		1/23/19		20190123		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9776		0						1/23/19		6		20190123		001		USD		109.49

		1/24/19		20190124		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9656		0						1/24/19		7		20190124		001		USD		109.54

		1/25/19		20190125		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9751		0						1/25/19		8		20190125		001		USD		109.77

		1/28/19		20190128		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9847		0						1/28/19		9		20190128		001		USD		109.35

		1/29/19		20190129		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9618		0						1/29/19		10		20190129		001		USD		109.18

		1/30/19		20190130		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9580		0						1/30/19		11		20190130		001		USD		109.42

		1/31/19		20190131		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9678		0						1/31/19		12		20190131		001		USD		108.96

		2/1/19		20190201		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9831		0						2/1/19		13		20190201		001		USD		108.94

		2/4/19		20190204		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9890		0						2/4/19		14		20190204		001		USD		109.53

		2/5/19		20190205		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10012		0						2/5/19		15		20190205		001		USD		110.03

		2/6/19		20190206		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9973		0						2/6/19		16		20190206		001		USD		109.84

		2/7/19		20190207		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9984		0						2/7/19		17		20190207		001		USD		109.94

		2/8/19		20190208		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9734		0						2/8/19		18		20190208		001		USD		109.84

		2/12/19		20190212		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9913		0						2/12/19		19		20190212		001		USD		110.55

		2/13/19		20190213		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10043		0						2/13/19		20		20190213		001		USD		110.55

		2/14/19		20190214		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10146		0						2/14/19		21		20190214		001		USD		110.98

		2/15/19		20190215		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10077		0						2/15/19		22		20190215		001		USD		110.44

		2/18/19		20190218		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10234		0						2/18/19		23		20190218		001		USD		110.54

		2/19/19		20190219		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10245		0						2/19/19		24		20190219		001		USD		110.53

		2/20/19		20190220		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10226		0						2/20/19		25		20190220		001		USD		110.75

		2/21/19		20190221		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10288		0						2/21/19		26		20190221		001		USD		110.7

		2/22/19		20190222		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10171		0						2/22/19		27		20190222		001		USD		110.78

		2/25/19		20190225		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10341		0						2/25/19		28		20190225		001		USD		110.78

		2/26/19		20190226		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10649		0						2/26/19		29		20190226		001		USD		111.01

		2/27/19		20190227		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10589		0						2/27/19		30		20190227		001		USD		110.59

		2/28/19		20190228		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10810		0						2/28/19		31		20190228		001		USD		110.87

		3/1/19		20190301		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10761		0						3/1/19		32		20190301		001		USD		111.54

		3/4/19		20190304		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11048		0						3/4/19		33		20190304		001		USD		112.03

		3/5/19		20190305		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10950		0						3/5/19		34		20190305		001		USD		111.91

		3/6/19		20190306		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10925		0						3/6/19		35		20190306		001		USD		111.74

		3/7/19		20190307		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10652		0						3/7/19		36		20190307		001		USD		111.67

		3/8/19		20190308		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10617		0						3/8/19		37		20190308		001		USD		111.58

		3/11/19		20190311		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10531		0						3/11/19		38		20190311		001		USD		110.95

		3/12/19		20190312		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10909		0						3/12/19		39		20190312		001		USD		111.47

		3/13/19		20190313		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10990		0						3/13/19		40		20190313		001		USD		111.29

		3/14/19		20190314		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11082		0						3/14/19		41		20190314		001		USD		111.29

		3/15/19		20190315		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11078		0						3/15/19		42		20190315		001		USD		111.94

		3/18/19		20190318		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11191		0						3/18/19		43		20190318		001		USD		111.58

		3/19/19		20190319		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11208		0						3/19/19		44		20190319		001		USD		111.33

		3/20/19		20190320		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11224		0						3/20/19		45		20190320		001		USD		111.65

		3/22/19		20190322		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11271		0						3/22/19		46		20190322		001		USD		110.74

		3/25/19		20190325		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10776		0						3/25/19		47		20190325		001		USD		109.91

		3/26/19		20190326		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10764		0						3/26/19		48		20190326		001		USD		110.21

		3/27/19		20190327		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10845		0						3/27/19		49		20190327		001		USD		110.53

		3/28/19		20190328		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10674		0						3/28/19		50		20190328		001		USD		110.36

		3/29/19		20190329		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10846		0						3/29/19		51		20190329		001		USD		110.99

		4/1/19		20190401		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11047		0						4/1/19		52		20190401		001		USD		111.1

		4/2/19		20190402		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11130		0						4/2/19		53		20190402		001		USD		111.44

		4/3/19		20190403		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11255		0						4/3/19		54		20190403		001		USD		111.52

		4/4/19		20190404		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11420		0						4/4/19		55		20190404		001		USD		111.54

		4/5/19		20190405		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11378		0						4/5/19		56		20190405		001		USD		111.81

		4/8/19		20190408		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11493		0						4/8/19		57		20190408		001		USD		111.44

		4/9/19		20190409		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11488		0						4/9/19		58		20190409		001		USD		111.42

		4/10/19		20190410		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11318		0						4/10/19		59		20190410		001		USD		111.2

		4/11/19		20190411		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11519		0						4/11/19		60		20190411		001		USD		111.11

		4/12/19		20190412		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11398		0						4/12/19		61		20190412		001		USD		111.8

		4/15/19		20190415		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11426		0						4/15/19		62		20190415		001		USD		112.01

		4/16/19		20190416		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11362		0						4/16/19		63		20190416		001		USD		112

		4/17/19		20190417		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11351		0						4/17/19		64		20190417		001		USD		112.14

		4/18/19		20190418		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10899		0						4/18/19		65		20190418		001		USD		112.04

		4/19/19		20190419		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10878		0						4/19/19		66		20190419		001		USD		112.01

		4/22/19		20190422		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10875		0						4/22/19		67		20190422		001		USD		111.99

		4/23/19		20190423		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10961		0						4/23/19		68		20190423		001		USD		111.86

		4/24/19		20190424		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11128		0						4/24/19		69		20190424		001		USD		111.95

		4/25/19		20190425		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11066		0						4/25/19		70		20190425		001		USD		112.28

		4/26/19		20190426		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11067		0						4/26/19		71		20190426		001		USD		111.85

		5/7/19		20190507		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11173		0						5/7/19		72		20190507		001		USD		110.69

		5/8/19		20190508		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10756		0						5/8/19		73		20190508		001		USD		110.19

		5/9/19		20190509		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10637		0						5/9/19		74		20190509		001		USD		110.01

		5/10/19		20190510		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10528		0						5/10/19		75		20190510		001		USD		109.86

		5/13/19		20190513		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10583		0						5/13/19		76		20190513		001		USD		109.74

		5/14/19		20190514		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10068		0						5/14/19		77		20190514		001		USD		109.43

		5/15/19		20190515		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10227		0						5/15/19		78		20190515		001		USD		109.62

		5/16/19		20190516		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10331		0						5/16/19		79		20190516		001		USD		109.51

		5/17/19		20190517		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10549		0						5/17/19		80		20190517		001		USD		110

		5/20/19		20190520		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10387		0						5/20/19		81		20190520		001		USD		110.17

		5/21/19		20190521		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10245		0						5/21/19		82		20190521		001		USD		110.17

		5/22/19		20190522		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10513		0						5/22/19		83		20190522		001		USD		110.53

		5/23/19		20190523		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10443		0						5/23/19		84		20190523		001		USD		110.28

		5/24/19		20190524		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10178		0						5/24/19		85		20190524		001		USD		109.75

		5/27/19		20190527		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10221		0						5/27/19		86		20190527		001		USD		109.5

		5/28/19		20190528		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10245		0						5/28/19		87		20190528		001		USD		109.57

		5/29/19		20190529		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10149		0						5/29/19		88		20190529		001		USD		109.28

		5/30/19		20190530		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10041		0						5/30/19		89		20190530		001		USD		109.62

		5/31/19		20190531		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10009		0						5/31/19		90		20190531		001		USD		109.36

		6/3/19		20190603		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9696		0						6/3/19		91		20190603		001		USD		108.34

		6/4/19		20190604		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9677		0						6/4/19		92		20190604		001		USD		107.92

		6/5/19		20190605		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9890		0						6/5/19		93		20190605		001		USD		108.13

		6/6/19		20190606		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9910		0						6/6/19		94		20190606		001		USD		108.4

		6/7/19		20190607		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9807		0						6/7/19		95		20190607		001		USD		108.52

		6/10/19		20190610		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10110		0						6/10/19		96		20190610		001		USD		108.52

		6/11/19		20190611		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10156		0						6/11/19		97		20190611		001		USD		108.51

		6/12/19		20190612		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10111		0						6/12/19		98		20190612		001		USD		108.59

		6/13/19		20190613		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10162		0						6/13/19		99		20190613		001		USD		108.51

		6/14/19		20190614		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10269		0						6/14/19		100		20190614		001		USD		108.43

		6/17/19		20190617		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10158		0						6/17/19		101		20190617		001		USD		108.66

		6/18/19		20190618		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10481		0						6/18/19		102		20190618		001		USD		108.58

		6/19/19		20190619		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10622		0						6/19/19		103		20190619		001		USD		108.52

		6/20/19		20190620		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10595		0						6/20/19		104		20190620		001		USD		107.79

		6/21/19		20190621		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10579		0						6/21/19		105		20190621		001		USD		107.4

		6/24/19		20190624		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10582		0						6/24/19		106		20190624		001		USD		107.42

		6/25/19		20190625		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10361		0						6/25/19		107		20190625		001		USD		107.28

		6/26/19		20190626		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10409		0						6/26/19		108		20190626		001		USD		107.34

		6/27/19		20190627		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10429		0						6/27/19		109		20190627		001		USD		107.72

		6/28/19		20190628		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10652		0						6/28/19		110		20190628		001		USD		107.79

		7/1/19		20190701		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11040		0						7/1/19		111		20190701		001		USD		108.25

		7/2/19		20190702		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11102		0						7/2/19		112		20190702		001		USD		108.48

		7/3/19		20190703		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10937		0						7/3/19		113		20190703		001		USD		107.7

		7/4/19		20190704		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11079		0						7/4/19		114		20190704		001		USD		107.81

		7/5/19		20190705		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11091		0						7/5/19		115		20190705		001		USD		107.91

		7/8/19		20190708		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11066		0						7/8/19		116		20190708		001		USD		108.54

		7/9/19		20190709		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10955		0						7/9/19		117		20190709		001		USD		108.88

		7/10/19		20190710		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11102		0						7/10/19		118		20190710		001		USD		109.01

		7/11/19		20190711		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11053		0						7/11/19		119		20190711		001		USD		108.2

		7/12/19		20190712		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11028		0						7/12/19		120		20190712		001		USD		108.54

		7/16/19		20190716		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10803		0						7/16/19		121		20190716		001		USD		107.97

		7/17/19		20190717		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10789		0						7/17/19		122		20190717		001		USD		108.32

		7/18/19		20190718		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10774		0						7/18/19		123		20190718		001		USD		107.84

		7/19/19		20190719		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10868		0						7/19/19		124		20190719		001		USD		107.55

		7/22/19		20190722		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10791		0						7/22/19		125		20190722		001		USD		107.98

		7/23/19		20190723		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10885		0						7/23/19		126		20190723		001		USD		108.05

		7/24/19		20190724		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10865		0						7/24/19		127		20190724		001		USD		108.21

		7/25/19		20190725		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10965		0						7/25/19		128		20190725		001		USD		108.22

		7/26/19		20190726		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10838		0						7/26/19		129		20190726		001		USD		108.74

		7/29/19		20190729		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11002		0						7/29/19		130		20190729		001		USD		108.45

		7/30/19		20190730		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11019		0						7/30/19		131		20190730		001		USD		108.89

		7/31/19		20190731		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11084		0						7/31/19		132		20190731		001		USD		108.64

		8/1/19		20190801		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10968		0						8/1/19		133		20190801		001		USD		109.27

		8/2/19		20190802		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10781		0						8/2/19		134		20190802		001		USD		107.17

		8/5/19		20190805		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10395		0						8/5/19		135		20190805		001		USD		106.35

		8/6/19		20190806		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9920		0						8/6/19		136		20190806		001		USD		105.86

		8/7/19		20190807		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10105		0						8/7/19		137		20190807		001		USD		106.17

		8/8/19		20190808		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10164		0						8/8/19		138		20190808		001		USD		106.11

		8/9/19		20190809		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10390		0						8/9/19		139		20190809		001		USD		106.02

		8/13/19		20190813		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10027		0						8/13/19		140		20190813		001		USD		105.43

		8/14/19		20190814		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10214		0						8/14/19		141		20190814		001		USD		106.37

		8/15/19		20190815		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9900		0						8/15/19		142		20190815		001		USD		106.05

		8/16/19		20190816		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9868		0						8/16/19		143		20190816		001		USD		106.15

		8/19/19		20190819		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10193		0						8/19/19		144		20190819		001		USD		106.41

		8/20/19		20190820		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10353		0						8/20/19		145		20190820		001		USD		106.65

		8/21/19		20190821		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10234		0						8/21/19		146		20190821		001		USD		106.36

		8/22/19		20190822		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10350		0						8/22/19		147		20190822		001		USD		106.62

		8/23/19		20190823		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10132		0						8/23/19		148		20190823		001		USD		106.66

		8/26/19		20190826		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9698		0						8/26/19		149		20190826		001		USD		105.08

		8/27/19		20190827		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9822		0						8/27/19		150		20190827		001		USD		105.83

		8/28/19		20190828		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9684		0						8/28/19		151		20190828		001		USD		105.73

		8/29/19		20190829		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9766		0						8/29/19		152		20190829		001		USD		106.03

		8/30/19		20190830		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9938		0						8/30/19		153		20190830		001		USD		106.46

		9/2/19		20190902		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9856		0						9/2/19		154		20190902		001		USD		106.14

		9/3/19		20190903		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9902		0						9/3/19		155		20190903		001		USD		106.33

		9/4/19		20190904		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9622		0						9/4/19		156		20190904		001		USD		105.93

		9/5/19		20190905		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9666		0						9/5/19		157		20190905		001		USD		106.42

		9/6/19		20190906		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9858		0						9/6/19		158		20190906		001		USD		107.07

		9/9/19		20190909		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9846		0						9/9/19		159		20190909		001		USD		106.95

		9/10/19		20190910		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9776		0						9/10/19		160		20190910		001		USD		107.45

		9/11/19		20190911		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9971		0						9/11/19		161		20190911		001		USD		107.66

		9/12/19		20190912		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10219		0						9/12/19		162		20190912		001		USD		108.09

		9/13/19		20190913		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10284		0						9/13/19		163		20190913		001		USD		108.25

		9/17/19		20190917		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10339		0						9/17/19		164		20190917		001		USD		108.2

		9/18/19		20190918		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10273		0						9/18/19		165		20190918		001		USD		108.21

		9/19/19		20190919		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10281		0						9/19/19		166		20190919		001		USD		108.43

		9/20/19		20190920		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10254		0						9/20/19		167		20190920		001		USD		108.06

		9/24/19		20190924		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10174		0						9/24/19		168		20190924		001		USD		107.69

		9/25/19		20190925		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9909		0						9/25/19		169		20190925		001		USD		107.11

		9/26/19		20190926		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9833		0						9/26/19		170		20190926		001		USD		107.73

		9/27/19		20190927		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9660		0						9/27/19		171		20190927		001		USD		107.84

		9/30/19		20190930		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9604		0						9/30/19		172		20190930		001		USD		107.92
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		6/12/19		10111		108.59

		6/13/19		10162		108.51

		6/14/19		10269		108.43

		6/17/19		10158		108.66

		6/18/19		10481		108.58

		6/19/19		10622		108.52

		6/20/19		10595		107.79

		6/21/19		10579		107.4

		6/24/19		10582		107.42

		6/25/19		10361		107.28

		6/26/19		10409		107.34

		6/27/19		10429		107.72

		6/28/19		10652		107.79

		7/1/19		11040		108.25

		7/2/19		11102		108.48

		7/3/19		10937		107.7

		7/4/19		11079		107.81

		7/5/19		11091		107.91

		7/8/19		11066		108.54

		7/9/19		10955		108.88

		7/10/19		11102		109.01

		7/11/19		11053		108.2

		7/12/19		11028		108.54

		7/16/19		10803		107.97

		7/17/19		10789		108.32

		7/18/19		10774		107.84

		7/19/19		10868		107.55

		7/22/19		10791		107.98

		7/23/19		10885		108.05

		7/24/19		10865		108.21

		7/25/19		10965		108.22

		7/26/19		10838		108.74

		7/29/19		11002		108.45

		7/30/19		11019		108.89

		7/31/19		11084		108.64		10.8%

		8/1/19		10968		109.27

		8/2/19		10781		107.17

		8/5/19		10395		106.35

		8/6/19		9920		105.86

		8/7/19		10105		106.17

		8/8/19		10164		106.11

		8/9/19		10390		106.02

		8/13/19		10027		105.43

		8/14/19		10214		106.37

		8/15/19		9900		106.05

		8/16/19		9868		106.15

		8/19/19		10193		106.41

		8/20/19		10353		106.65

		8/21/19		10234		106.36

		8/22/19		10350		106.62

		8/23/19		10132		106.66

		8/26/19		9698		105.08

		8/27/19		9822		105.83

		8/28/19		9684		105.73

		8/29/19		9766		106.03

		8/30/19		9938		106.46

		9/2/19		9856		106.14

		9/3/19		9902		106.33

		9/4/19		9622		105.93

		9/5/19		9666		106.42

		9/6/19		9858		107.07

		9/9/19		9846		106.95

		9/10/19		9776		107.45

		9/11/19		9971		107.66

		9/12/19		10219		108.09

		9/13/19		10284		108.25

		9/17/19		10339		108.2

		9/18/19		10273		108.21

		9/19/19		10281		108.43

		9/20/19		10254		108.06

		9/24/19		10174		107.69

		9/25/19		9909		107.11

		9/26/19		9833		107.73

		9/27/19		9660		107.84

		9/30/19		9604		107.92		-3.96%		-13.4%		-1480
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純資産残高

		KJNB_DT		FUND		FUND_MEI2		SISAN_G

		20190116		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		5,721,217,647

		20190117		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		5,627,376,588

		20190118		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		7,027,532,361

		20190121		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		8,098,978,482

		20190122		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		8,703,049,855

		20190123		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		8,482,069,763

		20190124		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9,301,664,993

		20190125		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		9,972,470,609

		20190128		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		10,605,430,853

		20190129		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11,020,329,840

		20190130		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		11,448,061,889

		20190131		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		12,108,909,643

		20190201		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		13,042,345,241

		20190204		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		13,371,946,678

		20190205		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		14,090,977,267

		20190206		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		14,453,545,447

		20190207		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		14,961,536,488

		20190208		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		15,038,393,520

		20190212		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		15,887,832,451

		20190213		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		16,542,225,333

		20190214		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		17,091,685,236

		20190215		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		17,288,760,567

		20190218		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		18,111,889,939

		20190219		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		18,646,044,768

		20190220		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		18,612,987,661

		20190221		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		19,674,922,510

		20190222		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		19,977,752,025

		20190225		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		21,242,006,432

		20190226		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		22,615,842,829

		20190227		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		22,977,839,230

		20190228		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		24,776,564,899

		20190301		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		25,870,297,718

		20190304		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		27,110,411,619

		20190305		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		28,932,556,128

		20190306		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		29,989,117,653

		20190307		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		31,062,627,971

		20190308		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		32,364,386,711

		20190311		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		33,574,757,440

		20190312		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		36,240,481,337

		20190313		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		37,318,193,133

		20190314		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		38,654,690,841

		20190315		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		39,767,977,387

		20190318		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		41,242,779,089

		20190319		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		42,538,246,891

		20190320		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		43,660,552,057

		20190322		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		45,186,526,619

		20190325		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		44,743,027,494

		20190326		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		45,911,785,845

		20190327		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		46,948,842,261

		20190328		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		47,152,839,788

		20190329		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		49,003,279,501

		20190401		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		50,952,171,679

		20190402		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		52,304,731,437

		20190403		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		55,745,021,596

		20190404		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		58,471,883,522

		20190405		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		60,060,832,133

		20190408		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		62,236,332,259

		20190409		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		64,271,242,652

		20190410		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		64,926,922,438

		20190411		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		67,583,005,432

		20190412		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		67,747,271,142

		20190415		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		69,041,027,597

		20190416		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		69,107,667,718

		20190417		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		69,776,314,181

		20190418		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		67,946,392,253

		20190419		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		69,094,129,722

		20190422		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		70,678,018,251

		20190423		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		71,239,445,965

		20190424		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		73,388,569,326

		20190425		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		75,572,625,494

		20190426		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		77,203,068,725

		20190507		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		79,401,402,845

		20190508		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		76,619,164,668

		20190509		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		77,434,942,693

		20190510		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		77,859,011,239

		20190513		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		79,276,848,471

		20190514		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		75,991,125,690

		20190515		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		77,605,285,990

		20190516		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		78,842,671,310

		20190517		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		81,040,029,581

		20190520		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		80,554,411,242

		20190521		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		80,060,342,324

		20190522		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		82,475,936,360

		20190523		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		82,525,884,317

		20190524		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		80,908,267,851

		20190527		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		81,620,336,686

		20190528		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		82,415,564,938

		20190529		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		81,642,717,454

		20190530		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		81,731,114,456

		20190531		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		82,156,452,445

		20190603		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		80,641,873,355

		20190604		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		80,815,611,566

		20190605		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		83,086,054,602

		20190606		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		83,684,546,499

		20190607		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		83,156,807,895

		20190610		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		86,319,150,873

		20190611		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		87,030,618,882

		20190612		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		86,894,003,600

		20190613		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		87,854,170,733

		20190614		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		89,150,130,525

		20190617		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		88,674,526,309

		20190618		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		92,039,685,189

		20190619		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		93,719,999,290

		20190620		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		93,981,338,726

		20190621		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		94,145,663,748

		20190624		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		94,788,159,295

		20190625		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		93,432,722,291

		20190626		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		94,419,905,292

		20190627		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		95,217,992,801

		20190628		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		97,793,871,917

		20190701		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		102,865,374,479

		20190702		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		103,562,133,524

		20190703		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		102,840,312,287

		20190704		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		104,710,843,328

		20190705		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		105,819,815,350

		20190708		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		105,584,795,813

		20190709		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		105,678,751,510

		20190710		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,627,928,497

		20190711		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,532,074,837

		20190712		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,967,679,708

		20190716		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,155,216,156

		20190717		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,654,474,079

		20190718		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,992,809,486

		20190719		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		108,515,221,208

		20190722		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		108,255,267,700

		20190723		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		109,880,660,183

		20190724		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		109,943,781,134

		20190725		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		111,344,990,559

		20190726		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		110,401,174,378

		20190729		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		112,328,404,206

		20190730		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		113,054,338,346

		20190731		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		114,059,147,637

		20190801		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		113,459,458,347

		20190802		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		111,476,123,896

		20190805		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,885,452,856

		20190806		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		103,239,104,929

		20190807		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		105,352,166,060

		20190808		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,143,829,979

		20190809		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		108,731,476,892

		20190813		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		105,062,425,490

		20190814		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,223,569,451

		20190815		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		104,008,334,841

		20190816		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		103,785,438,601

		20190819		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,343,393,668

		20190820		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		109,336,421,123

		20190821		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		108,191,758,063

		20190822		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		109,594,378,794

		20190823		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,401,970,626

		20190826		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		102,956,694,318

		20190827		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		104,471,395,017

		20190828		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		103,032,032,281

		20190829		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		104,161,560,600

		20190830		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,204,735,421

		20190902		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		105,548,198,311

		20190903		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,150,879,162

		20190904		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		103,147,191,586

		20190905		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		103,905,435,428

		20190906		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,092,931,854

		20190909		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,117,444,305

		20190910		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		105,410,785,629

		20190911		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,600,082,924

		20190912		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		110,371,920,901

		20190913		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		111,175,338,947

		20190917		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		111,947,287,049

		20190918		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		111,406,333,801

		20190919		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		111,523,392,971

		20190920		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		111,290,530,856

		20190924		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		110,443,683,498

		20190925		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		107,560,951,371

		20190926		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		106,801,600,834

		20190927		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		105,012,890,884

		20190930		644552		Ｇ全生物ゲノム株式１年　　　　		104,594,901,633
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		FUND		YYMM		CLASS1		CLASS2		TUKA_CD		KNTK_MEI		EFFECT		EFFECT_I		EFFECT_C		DIVIDEND		FRGN_TAX		FEE_COST		TRADING		ROUNDING		OTHER

		644552		201906		01_Equity		01_Local		000		ｴﾝ		0		0		0

		644552		201906		01_Equity		01_Local		001		USﾄﾞﾙ		207.3123550204		0		207.3123550204

		644552		201906		01_Equity		01_Local		006		ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ		1.9762273256		0		1.9762273256

		644552		201906		01_Equity		01_Local		007		ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ		1.0865635149		0		1.0865635149

		644552		201906		01_Equity		01_Local		008		ｽｲｽﾌﾗﾝ		0.7039482101		0		0.7039482101

		644552		201906		01_Equity		01_Local		011		ﾎﾝｺﾝﾄﾞﾙ		6.6401559184				6.6401559184

		644552		201906		01_Equity		01_Local		031		ｳｵﾝ		-2.1399026197				-2.1399026197

		644552		201906		01_Equity		01_Local		067		ｵﾌｼｮｱｹﾞﾝ		-0.3333651562		0.1522870538		-0.4856522101

		644552		201906		01_Equity		02_Currency		001		USﾄﾞﾙ		5.7707567811				5.7707567811

		644552		201906		01_Equity		02_Currency		006		ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ		0.1242670129				0.1242670129

		644552		201906		01_Equity		02_Currency		007		ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ		-0.17374542				-0.17374542

		644552		201906		01_Equity		02_Currency		008		ｽｲｽﾌﾗﾝ		0.9423961273				0.9423961273

		644552		201906		01_Equity		02_Currency		011		ﾎﾝｺﾝﾄﾞﾙ		0.001539317				0.001539317

		644552		201906		01_Equity		02_Currency		031		ｳｵﾝ		-0.0000000349				-0.0000000349

		644552		201906		01_Equity		02_Currency		067		ｵﾌｼｮｱｹﾞﾝ		1.0296203482				1.0296203482

		644552		201906		01_Equity		99_Fee_etc		000		ｴﾝ		0.5931806027										0		-0.001559328		0.5947399307

		644552		201906		99_Total		01_Local		000		ｴﾝ		0.0000000198		0		0.0000000198

		644552		201906		99_Total		99_Fee_etc		000		ｴﾝ		-0.5339969679										-0.531720612		-0.002781461		0.0005051051		-0

		644552		201907		01_Equity		01_Local		000		ｴﾝ		0		0		0

		644552		201907		01_Equity		01_Local		001		USﾄﾞﾙ		348.0075684613		4.1378499491		343.8697185122

		644552		201907		01_Equity		01_Local		006		ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ		-0.8803417319		0		-0.8803417319

		644552		201907		01_Equity		01_Local		007		ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ		0.8626705134		0		0.8626705134

		644552		201907		01_Equity		01_Local		008		ｽｲｽﾌﾗﾝ		7.8998886158		0		7.8998886158

		644552		201907		01_Equity		01_Local		011		ﾎﾝｺﾝﾄﾞﾙ		-6.9321988051				-6.9321988051

		644552		201907		01_Equity		01_Local		031		ｳｵﾝ		-6.6500513983				-6.6500513983

		644552		201907		01_Equity		01_Local		067		ｵﾌｼｮｱｹﾞﾝ		39.1489034871		0		39.1489034871

		644552		201907		01_Equity		02_Currency		001		USﾄﾞﾙ		73.6086202289				73.6086202289

		644552		201907		01_Equity		02_Currency		006		ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ		-0.6069683329				-0.6069683329

		644552		201907		01_Equity		02_Currency		007		ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ		-5.357714332				-5.357714332

		644552		201907		01_Equity		02_Currency		008		ｽｲｽﾌﾗﾝ		-2.0235730354				-2.0235730354

		644552		201907		01_Equity		02_Currency		011		ﾎﾝｺﾝﾄﾞﾙ		2.2916745694				2.2916745694

		644552		201907		01_Equity		02_Currency		031		ｳｵﾝ		-0.5442445114				-0.5442445114

		644552		201907		01_Equity		02_Currency		067		ｵﾌｼｮｱｹﾞﾝ		2.0374989822				2.0374989822

		644552		201907		01_Equity		99_Fee_etc		000		ｴﾝ		-0.8581783455										-0.1371828126		0.0039739166		-0.7249694494

		644552		201907		99_Total		01_Local		000		ｴﾝ		-0.000000015		0		-0.000000015

		644552		201907		99_Total		99_Fee_etc		000		ｴﾝ		-18.0035543504										-18.3970361694		-0.025582437		0.419064256		0

		644552		201908		01_Equity		01_Local		000		ｴﾝ		0		0		0

		644552		201908		01_Equity		01_Local		001		USﾄﾞﾙ		-845.0126327473		1.0669446675		-846.0795774148

		644552		201908		01_Equity		01_Local		006		ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ		-10.5949996452		0		-10.5949996452

		644552		201908		01_Equity		01_Local		007		ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ		-1.7729521052		0		-1.7729521052

		644552		201908		01_Equity		01_Local		008		ｽｲｽﾌﾗﾝ		-7.2898076004		0		-7.2898076004

		644552		201908		01_Equity		01_Local		011		ﾎﾝｺﾝﾄﾞﾙ		-32.4846798929				-32.4846798929

		644552		201908		01_Equity		01_Local		031		ｳｵﾝ		-8.9177551461				-8.9177551461

		644552		201908		01_Equity		01_Local		067		ｵﾌｼｮｱｹﾞﾝ		14.928560471		1.548878814		13.379681657

		644552		201908		01_Equity		02_Currency		001		USﾄﾞﾙ		-194.8726686877				-194.8726686877

		644552		201908		01_Equity		02_Currency		006		ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ		-2.0407780261				-2.0407780261

		644552		201908		01_Equity		02_Currency		007		ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ		-2.7353294804				-2.7353294804

		644552		201908		01_Equity		02_Currency		008		ｽｲｽﾌﾗﾝ		-6.0124995922				-6.0124995922

		644552		201908		01_Equity		02_Currency		011		ﾎﾝｺﾝﾄﾞﾙ		-7.9090910075				-7.9090910075

		644552		201908		01_Equity		02_Currency		031		ｳｵﾝ		-1.5528769165				-1.5528769165

		644552		201908		01_Equity		02_Currency		067		ｵﾌｼｮｱｹﾞﾝ		-24.2633471573				-24.2633471573

		644552		201908		01_Equity		99_Fee_etc		000		ｴﾝ		-0.0902750099										-0.1442799976		0.000681173		0.0533238148

		644552		201908		99_Total		01_Local		000		ｴﾝ		0.0000000048		0		0.0000000048

		644552		201908		99_Total		99_Fee_etc		000		ｴﾝ		-15.3788674611										-15.6984583507		-0.0077249644		0.3273158539		0

		644552		201909		01_Equity		01_Local		000		ｴﾝ		0		0		0

		644552		201909		01_Equity		01_Local		001		USﾄﾞﾙ		-464.1896602323		0.1275427536		-464.3172029858

		644552		201909		01_Equity		01_Local		006		ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ		5.4245382444		0.4270256958		4.9975125486

		644552		201909		01_Equity		01_Local		007		ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ		14.6181871252		0		14.6181871252

		644552		201909		01_Equity		01_Local		008		ｽｲｽﾌﾗﾝ		-5.9226483331		0		-5.9226483331

		644552		201909		01_Equity		01_Local		011		ﾎﾝｺﾝﾄﾞﾙ		-18.998070093				-18.998070093

		644552		201909		01_Equity		01_Local		031		ｳｵﾝ		6.985056661				6.985056661

		644552		201909		01_Equity		01_Local		067		ｵﾌｼｮｱｹﾞﾝ		14.941766085		0		14.941766085

		644552		201909		01_Equity		02_Currency		001		USﾄﾞﾙ		110.2431853656				110.2431853656

		644552		201909		01_Equity		02_Currency		006		ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ		0.6980943489				0.6980943489

		644552		201909		01_Equity		02_Currency		007		ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ		3.6680978603				3.6680978603

		644552		201909		01_Equity		02_Currency		008		ｽｲｽﾌﾗﾝ		2.3944609594				2.3944609594

		644552		201909		01_Equity		02_Currency		011		ﾎﾝｺﾝﾄﾞﾙ		4.4506824314				4.4506824314

		644552		201909		01_Equity		02_Currency		031		ｳｵﾝ		0.5605593812				0.5605593812

		644552		201909		01_Equity		02_Currency		067		ｵﾌｼｮｱｹﾞﾝ		7.8136781717				7.8136781717

		644552		201909		01_Equity		99_Fee_etc		000		ｴﾝ		-0.3111373754										-0.1629296693		-0.0014494762		-0.14675823

		644552		201909		99_Total		01_Local		000		ｴﾝ		-0.000000018		0		-0.000000018

		644552		201909		99_Total		99_Fee_etc		000		ｴﾝ		-16.3767905822										-15.8840439429		-0.0018983063		-0.490848333		0

														株式 カブ シキ		-447.1408305429

														為替 カワセ		129.8287585184

														その他 タ		-16.6879279755





個別銘柄

		BFXC911		Guardant Health, Inc.

		BDHF4K6		CRISPR Therapeutics AG

		BDD1B07		Rubius Therapeutics, Inc.

		BYZM6C2		Intellia Therapeutics, Inc.

		BVVCNT1		Invitae Corp.

		開始日		1/16/19

		終了日

				Guardant Health, Inc.		CRISPR Therapeutics AG		Rubius Therapeutics, Inc.		Intellia Therapeutics, Inc.		Invitae Corp.

				GH US Equity		CRSP US Equity		RUBY US Equity		NTLA US Equity		NVTA US Equity

				ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?																				銘柄 メイガラ		国 クニ		業種 ギョウシュ		19年7月末～9月末株価騰落率 ネン ガツマツ ガツマツ カブカ トウラク リツ

		Dates		PX_LAST		PX_LAST		PX_LAST		PX_LAST		PX_LAST						Guardant Health, Inc.		CRISPR Therapeutics AG		Rubius Therapeutics, Inc.		Intellia Therapeutics, Inc.		Invitae Corp.						①Invitae Corp.		アメリカ		医薬品・バイオテクノロジー		-28.3%

		ERROR:#NAME?		40.34		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?		ERROR:#NAME?				7/31/19		93.99		50.69		13.3		18.1		26.89						②Intellia Therapeutics, Inc.		アメリカ		医薬品・バイオテクノロジー		-26.2%

		1/17/19		41.39		35.88		14.56		14.92		14.32				9/30/19		63.83		40.99		7.85		13.35		19.27						③Rubius Therapeutics, Inc.		アメリカ		医薬品・バイオテクノロジー		-41.0%

		1/18/19		41.25		37.13		13.97		15.2		14.94						-32.1%		-19.1%		-41.0%		-26.2%		-28.3%						④CRISPR Therapeutics AG		アメリカ		医薬品・バイオテクノロジー		-19.1%

		1/21/19		41.25		37.13		13.97		15.2		14.94																				⑤Guardant Health, Inc.		アメリカ		ヘルスケア機器・サービス		-32.1%

		1/22/19		40.61		33.08		14.32		14.16		14.73

		1/23/19		39.99		31.4		13.66		13.78		14.4																				銘柄 メイガラ		国 クニ		業種 ギョウシュ		株価騰落率⋆ カブカ トウラク リツ

		1/24/19		39.47		32.29		13.67		14.38		14.43																		①		インビテ		アメリカ		医薬品・バイオテクノロジー		-28.3%

		1/25/19		39.25		33.2		14.04		14.76		14.79																		②		インテリア・セラピューティクス		アメリカ		医薬品・バイオテクノロジー		-26.2%

		1/28/19		41.14		31.17		13.92		13.46		13.98																		③		ルピウス・セラピューティクス		アメリカ		医薬品・バイオテクノロジー		-41.0%

		1/29/19		40.47		30.97		13.91		12.99		13.86																		④		CRISPRセラピューティクス		スイス		医薬品・バイオテクノロジー		-19.1%

		1/30/19		39.86		32.24		13.6		13.76		14																		⑤		ガーダント・ヘルス		アメリカ		ヘルスケア機器・サービス		-32.1%

		1/31/19		40.34		32.43		13.69		14.14		14.08

		2/1/19		40.2		31.92		13.92		14.04		13.4

		2/4/19		39.9		32.58		13.84		14.51		13.65

		2/5/19		42.02		32.44		14.22		13.79		13.29

		2/6/19		41.27		32.63		14.5		13.86		13.45

		2/7/19		39.97		29.78		13.96		12.79		13.25

		2/8/19		39.92		30.39		13.3		13.44		13.89

		2/11/19		41.43		31.13		13.83		13.71		14.53

		2/12/19		42.03		31.64		13.89		13.92		14.55

		2/13/19		43.06		31.11		13.78		13.75		15.65

		2/14/19		48.87		30.93		13.7		13.89		15.94

		2/15/19		51.07		31.52		13.97		13.99		16.06

		2/18/19		51.07		31.52		13.97		13.99		16.06

		2/19/19		50.23		32.41		13.27		13.7		16.51

		2/20/19		50.42		31.99		13.5		13.92		18.76

		2/21/19		52.91		31.18		13.35		13.02		18.64

		2/22/19		54.13		31.67		14.45		13.54		19.22

		2/25/19		55.06		39.65		15.82		14.36		19.3

		2/26/19		54.9		36.2		16.73		14.51		19.61

		2/27/19		55.67		36.73		17.12		15.43		20.4

		2/28/19		66.64		35.39		15.88		15.23		20.12

		3/1/19		70.59		39.97		16.65		16.92		20.33

		3/4/19		68.03		39.92		17.42		16.59		20.38

		3/5/19		67.04		40.87		16.48		16.53		20.03

		3/6/19		61.94		38.39		14.92		15.54		19.22

		3/7/19		62.71		38.7		14.93		15.54		20.28

		3/8/19		62.92		37.7		14.95		15.69		20.84

		3/11/19		66.82		39.04		15.02		16.58		22.49

		3/12/19		74		39.41		15.61		16.83		22.77

		3/13/19		94.45		39.43		15.53		16.49		23.31

		3/14/19		97.51		38.55		15.58		16.15		23.44

		3/15/19		97.98		38.64		16.29		16.69		24.28

		3/18/19		93.5		37.88		17.54		16.71		24.19

		3/19/19		91.23		37.24		16.22		16.86		24.68

		3/20/19		88.08		37.1		16.52		16.96		25.04

		3/21/19		85.07		37.86		17.44		17.62		25.75

		3/22/19		79.01		35.59		16.31		16.16		23.55

		3/25/19		76.88		34.19		16.85		16.27		24.29

		3/26/19		77.8		34.83		17.56		16.77		23.46

		3/27/19		72.86		34.21		18.4		16.26		22.37

		3/28/19		73.7		34.93		18.02		16.59		22.97

		3/29/19		76.7		35.72		18.1		17.08		23.42

		4/1/19		68.62		35.45		18.42		17.13		23.6

		4/2/19		67		37.9		19.63		17.97		23.24

		4/3/19		70.02		38.24		19.62		18.29		24.13

		4/4/19		70.11		38.15		19.44		18.15		23.58

		4/5/19		70		38.42		19.94		18.41		24.89

		4/8/19		66.15		38.67		19.79		18.17		24.57

		4/9/19		66.18		37.68		18.83		17.25		25.16

		4/10/19		73.99		38.82		19.23		17.78		26.27

		4/11/19		72.09		37.51		18.21		17.19		26.12

		4/12/19		77.54		37.91		18.06		17.03		26.14

		4/15/19		74.02		37.15		18.36		16.86		25.05

		4/16/19		76.62		39.08		18.8		17.39		24.74

		4/17/19		72.71		36.43		17.74		16.21		22.57

		4/18/19		70.51		36.26		17.04		16.15		22.84

		4/19/19		70.51		36.26		17.04		16.15		22.84

		4/22/19		63.94		37.25		15.96		16.24		22.79

		4/23/19		66.72		38.68		15.87		16.96		23.63

		4/24/19		65.5		38.57		16.53		16.68		23.5

		4/25/19		65.38		39.56		17.08		16.79		23.17

		4/26/19		67.4		41.02		17.47		17.04		23.84

		4/29/19		66.12		40.28		18.34		16.33		24.67

		4/30/19		65.51		40.19		17.49		15.38		23.62

		5/1/19		65.01		38.82		16.45		14.46		23.51

		5/2/19		66.33		40.28		15.78		14.82		24.16

		5/3/19		69.02		40.57		15.55		15.83		24.76

		5/6/19		69.51		42.09		16		17.49		25.02

		5/7/19		68.47		39.16		15.3		16.15		23.86

		5/8/19		64.74		39.86		15.21		16.43		19.05

		5/9/19		64.07		39.99		14.85		16.16		19.47

		5/10/19		76		40.59		15.41		16.12		19.69

		5/13/19		72.25		37.75		15		14.96		18.19

		5/14/19		72.5		37.62		15.5		15.5		18.6

		5/15/19		77.45		38.67		15.8		15.88		18.99

		5/16/19		76.6		39.44		16.35		16.12		18.31

		5/17/19		76.18		38.83		15.67		15.55		18.05

		5/20/19		78.27		37.69		16.39		14.97		17.77

		5/21/19		76.38		39.43		16.78		15.78		18.42

		5/22/19		71.5		38.82		16.58		14.81		18.02

		5/23/19		75.81		36.81		16.27		14.42		17.61

		5/24/19		77		37		16.84		14.85		17.43

		5/27/19		77		37		16.84		14.85		17.43

		5/28/19		77.69		36.72		16.66		14.76		17.63

		5/29/19		76.56		36.86		16.11		14.47		17.37

		5/30/19		77.54		36.59		15.81		14.5		17.89

		5/31/19		76.88		35.57		14.46		13.88		17.45

		6/3/19		78.17		35.99		14.42		14.25		17.77

		6/4/19		85.27		37.26		14.6		14.69		18.5

		6/5/19		87.58		37.53		14.15		14.66		18.61

		6/6/19		87.925		37.25		13.5		14.26		18.26

		6/7/19		90.85		42.88		14.16		15.06		18.92

		6/10/19		90.27		44.38		14.54		14.36		19.91

		6/11/19		87.11		43.52		14.52		13.91		19.23

		6/12/19		87.62		43.53		14.27		14.13		19.08

		6/13/19		89.81		44.26		14.03		14.39		19.69

		6/14/19		88.82		43.27		13.85		13.9		19.23

		6/17/19		89.55		47.07		14.39		14.67		20.52

		6/18/19		91.11		48.2		14.23		15.04		21.21

		6/19/19		89.48		46.95		13.79		14.81		21.31

		6/20/19		89.6		44.35		14.35		14.73		21.56

		6/21/19		88.47		45.41		13.7		14.73		21.55

		6/24/19		88.14		43.35		13.71		14.22		20.53

		6/25/19		86.63		43.98		14.6		14.89		20.66

		6/26/19		82.7		43.92		14.37		14.77		20.18

		6/27/19		84.17		45.36		14.96		15.23		21.55

		6/28/19		86.33		47.1		15.73		16.37		23.5

		7/1/19		88.13		47.71		15.04		16.43		23.79

		7/2/19		85.76		46.89		15.04		16.02		23.1

		7/3/19		86		47.9		15.47		16.29		24.27

		7/4/19		86		47.9		15.47		16.29		24.27

		7/5/19		86		47.59		15.22		15.93		23.89

		7/8/19		83.42		47.31		14.64		15.68		23.75

		7/9/19		84.79		48.03		15.13		16.34		24.03

		7/10/19		88.85		49.83		15.45		16.66		23.38

		7/11/19		89.51		49.18		15.75		16.51		23.02

		7/12/19		86.4		49.11		15.4		16.6		22.62

		7/15/19		92.97		49.28		14.78		16.78		22.7

		7/16/19		88.62		48.5		14.81		16.51		22.52

		7/17/19		92.33		49.24		14.92		16.69		23.44

		7/18/19		93.67		49.72		14.93		17.21		24.78

		7/19/19		93.65		49.04		15.08		17.1		24.22

		7/22/19		93.78		49.39		14.65		17.64		24.48

		7/23/19		93.67		49.11		13.78		17.76		24.47

		7/24/19		95.59		49.14		13.67		18.25		25.01

		7/25/19		93.82		49.66		13.7		17.7		24.18

		7/26/19		96.97		51.92		14.31		18.33		25.66

		7/29/19		92.72		51.32		14.59		18.2		25.76

		7/30/19		96.99		50.72		14.32		18.51		27.18

		7/31/19		93.99		50.69		13.3		18.1		26.89

		8/1/19		94.47		52.56		12.9		18.09		27.17

		8/2/19		92.06		49.89		11.97		17.61		25.97

		8/5/19		87.22		45		11.18		16.84		24.28

		8/6/19		90.5		47.5		11.61		17.36		24.91

		8/7/19		109.7		48		11.63		17.42		26.79

		8/8/19		110.3		49.05		12		17.66		27.5

		8/9/19		103.08		50		11.76		17.63		26.15

		8/12/19		98.63		48.94		11.21		17.36		24.83

		8/13/19		101.27		47.27		11.04		17.48		26.27

		8/14/19		98.7		46.27		10.41		17.02		24.35

		8/15/19		98.93		46.1		9.99		16.9		24.57

		8/16/19		101.52		47.55		10.6		17.41		25.17

		8/19/19		99.35		48.58		11.02		17.45		25.77

		8/20/19		102.26		48.52		10.55		17.06		25.76

		8/21/19		104.36		48.98		10.4		17.23		26.45

		8/22/19		98.62		48.86		10.18		16.85		24.43

		8/23/19		94.64		46.63		9.6		15.77		24

		8/26/19		94.36		46.71		9.8		14.87		24.97

		8/27/19		93.93		44.64		9.32		13.9		23.94

		8/28/19		90.31		46.09		9.5		14.1		23.9

		8/29/19		94.04		46.74		9.19		14.1		24.18

		8/30/19		87.53		46.21		9.28		14.19		24.26

		9/2/19		87.53		46.21		9.28		14.19		24.26

		9/3/19		83.74		44.82		8.79		13.24		22.67

		9/4/19		81.25		45.48		8.84		13.22		23.25

		9/5/19		82.66		46.89		9.52		13.84		21.24

		9/6/19		81.56		45.79		9.41		13.63		21.5

		9/9/19		81.03		45.43		9.49		13.68		20.54

		9/10/19		80.71		46.2		8.75		14.38		20.35

		9/11/19		76.5		47.87		9.79		15.21		21.26

		9/12/19		77.05		48.04		9.36		14.75		21.9

		9/13/19		77.5		47.67		9.53		14.25		21.68

		9/16/19		74.98		49.67		10.27		14.64		21.79

		9/17/19		74.73		49.22		9.95		14.83		21.49

		9/18/19		73.7		49.4		10.2		14.87		21.41

		9/19/19		72.62		47.51		10.37		14.41		21.14

		9/20/19		73.93		48.33		10.32		14.35		21.64

		9/23/19		73.66		47.7		9.92		14.36		20.97

		9/24/19		72.32		45.95		9.1		13.69		20.41

		9/25/19		67		45.06		8.81		13.76		19.67

		9/26/19		63.4		42.45		8.43		13.07		19.24

		9/27/19		62.59		42.36		7.97		13.35		18.85

		9/30/19		63.83		40.99		7.85		13.35		19.27

		10/1/19		59.49		38.53		7.51		12.32		18.23

		10/2/19		59.49		38.53		7.51		12.32		18.23
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販売用資料

当資料は、投資者の皆様に「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、
日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境
の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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 当ファンドのマイナス要因となった主な銘柄の下落理由について（続き）

上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の

銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

市場予想を下回る決算内容が重石に

 同社は、希少疾患やガン、自己免疫疾患など
の治療に向けた細胞療法の研究・開発を行なっ
ています。

 2019年8月2日、4.5億米ドルを上限とする証券
の新規発行枠を登録したことを発表しました。
これによる、株式価値の希薄化懸念が、株価の重石となりました。

 加えて、8月13日に発表された第2四半期決算で、税引後利益が市場予想をやや下回る赤字

となりました。また、一部のアナリストが目標株価を引き下げたことなども、投資家心理を悪化
させました。

③ ﾙﾋﾞｳｽ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ ＜株価の推移＞
（2018年7月17日～2019年9月30日）（米ドル）

大型の資金調達を可能にするための
SECへの新規発行登録が重石に

 同社は2019年8月23日、3億米ドルを上限とす
る証券の新規発行（株式や社債など）を可能と
するために、一括発行枠の登録をSEC（証券
取引委員会）に行ないました。

 3億米ドルは同社の時価総額（発表当時）の約40％に相当する規模であったことから、市場で
は株式価値の希薄化懸念が強まり、翌週27日にかけて、大幅な下落となりました。

② ｲﾝﾃﾘｱ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ ＜株価の推移＞
（2018年1月初～2019年9月30日）（米ドル）

※2018年7月17日上場

 同社の製品は、3つの異なる疾患領域（希少な遺伝性の疾患、ガン、自己免疫疾患）に対して、

相対的に大きな治療効果をもたらす可能性があると考えています。

ARKの視点
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ARKの視点

 同社は、ゲノム編集技術「CRISPR/Cas9（クリスパー/キャスナイン）」の基礎的特許ライセン
スを持つ3社の一角であることに加え、有力製薬企業などとのパートナーシップでも知られて
いることなどから、ARKでは、同社は高い成長を実現すると考えています。

ARKのコメントおよび各社公表資料など信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
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当資料は、投資者の皆様に「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、
日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境
の変動や運用成果などを保証するものではありません。
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 当ファンドのマイナス要因となった主な銘柄の下落理由について（続き）

上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の

銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

大株主の株式売却報道などによる
需給悪化懸念が下落要因に

 同社は、血液によるガン診断サービスなどを、
世界中で提供しています。

 株価は、第2四半期決算発表後の2019年8月
上旬に上場来高値を付けた後、利益確定の動きなどから下落傾向となりました。

 加えて、9月中旬に同社の筆頭株主であるソフトバンク・ビジョン・ファンドが保有する、同社の
株式の一部を売却したとの報道を受け、株価は下落基調となりました。

⑤ ガーダント・ヘルス ＜株価の推移＞
（2018年10月4日～2019年9月30日）（米ドル）

決算内容が嫌気され、株価が下落

 2019年7月30日に発表した第2四半期決算で、
一般管理費の増加などにより、最終利益が予
想を下回る赤字となったことが嫌気されました。

 一方、現在進行中のCRISPR/Cas9を使った
輸血依存性ベータサラセミアや鎌状赤血球症向け治療薬の臨床試験（フェーズ1,2）における
安全性と有効性のデータを、2019年後半にも取得予定であることなどが、同日発表されまし
た。これを受け、調査結果への期待などから、複数のアナリストが目標株価を引き上げました。

④ ＣＲＩＳＰＲｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ ＜株価の推移＞
（2018年1月初～2019年9月30日）（米ドル）

※2018年10月4日上場

 多数のバイオ医薬品に関するパートナーシップやマルチオミクス解析技術*1など

から、同社は液体生検*2分野におけるリーダー的存在になると見込んでいます。

ARKの視点

*1 遺伝子やタンパク質など、人体の機能を司る様々な物質を、網羅的に分析する技術
*2 血液などの体液サンプルを使って、ガンなどの診断や治療効果予測を行なう技術

ARKの視点

 同社の主要なパートナー企業であるバーテックスとの提携の範囲を、これまでの鎌状赤血球
症だけでなく、デュシェンヌ型筋ジストロフィーや筋強直性ジストロフィーに拡大することを発表
しました。このパートナーシップの拡大は、同社の遺伝子編集技術の重要性を示すものと考
えています。

ARKのコメントおよび各社公表資料など信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
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（ご参考）米国における薬価引き下げを巡る動きについて

 薬価引き下げに向けた動きが加速

 2019年9月19日、米民主党のナンシー・ペロシ下院議長が、処方箋薬の薬価抑制に向けた
法案のドラフトを公表しました。

 同法案は、競合製品がなく高額な医薬品に関して、政府が製薬会社との価格交渉を直接行
なうことを可能にすることで、薬価高騰に対する政府の管理を強めようとする試みのひとつで
す。この価格交渉によって決められた薬価は、メディケア（高齢者・障害者向け医療保険）だ
けでなく、民間保険に加入する全国民に適用されるとしています。

 尚、価格交渉を拒否する企業には、前年の医薬品販売額の6割以上に相当する罰金を科す
など、厳しい内容が含まれています。

 このほか、同法案に先立ち、超党派議員による処方薬の薬価引き下げに向けた法案策定も
進むなど、米国では、薬価引き下げに向けた動きが加速しています。

 トランプ大統領も薬価の引き下げには前向きであり、超党派での仕組みづくりを提言していま
す。来年の大統領選での材料として、薬価引き下げの実績作りをする思惑もあるとみられ、今
後の動向が注視されます。

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
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 革新的なゲノム関連技術が医療費引き下げに寄与

 当ファンドが投資を行なうゲノム関連企業は、現時点では症状の「緩和」が中心であ
る疾患の「治癒」治療や、従来困難だった「早期診断」などに取り組んでいます。

 ゲノム関連技術がもたらす治癒効果や疾患検出能力の向上は、長期にわたる高額かつ
不十分な従来型の治療を一度きりの遺伝子治療や疾患への早期対応に置き換え、結果
的に将来の医療費支出削減に大きく貢献すると期待されます。

 短期的には、医薬品関連セクター全体での動きに影響を受ける可能性があるものの、
長期的にはゲノム関連技術の普及に伴ない、株価は見直されるものと考えられます。

今後の見通しについて

来年の米大統領選挙をにらみ、中国との対話継続が期待される

 米中貿易摩擦に関しては、先行き不透明な状況が続いています。米中の対立長期化は世界
の株式市場の下押し要因となり、しばらくは市場の変動率が高くなると想定されます。

 このような中、閣僚級協議が10月初めに再開され、農産物購入や通貨政策などで部分合意し、

今後も協議は継続される見込みです。米中両国が早期に包括的な合意に達する可能性は低
いとみられるものの、交渉再開を機に、合意に向けた協議の進展が期待されます。

ゲノム関連市場は、引き続きマーケットの拡大が期待される

 2019年8月、米国でCAR-T細胞（キメラ抗原受容体T細胞）療法を、メディケア（高齢者・障害者
向け医療保険）の給付対象にすることが決定されました。CAR-T細胞を用いる治療薬は、標準

的な医薬品では効果が出ない白血病やリンパ腫治療の新しい選択肢と考えられています。し
かし、薬価が非常に高額なことに加え、これまで全米で統一されたメディケアの指針が存在し
なかったことなどが、利用拡大の妨げとなっていました。

 同療法の治療薬開発には、多くのバイオ医薬品企業などが取り組んでおり、今回のメディケア
の給付対象決定を機に、さらに開発が加速する可能性があります。

 日本でも、 2019年5月に2つの「ガン遺伝子パネル検査*」の保険適用が承認されるなどの動き
がみられるほか、10月よりゲノム編集食品の届出受付が始まるなど、今後、ゲノム関連技術の
マーケットが大きく拡大していくと期待されます。

 また、2019年以降、ゲノム関連企業のM&Aについては大型案件が複数成立しています。この
動きは引き続き活発な状況が続くとみられ、こうしたM&Aなどによる資金流入は、ゲノム関連
企業の今後の成長を加速させると期待されます。

* ガンに関わる数多くの遺伝子を、1度の検査で網羅的に解析する検査

上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘

柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。
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上記は、 「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）」のマザーファンドに助言を行なっているARKのコメントをもとに日
興アセットマネジメントが作成したものです。当情報は、資料作成時点における市場環境について、運用担当者の見方あるいは
考え方等を記載したものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。また、見解は変更され
る場合があります。

• 一般に、ゲノム関連銘柄などのバイオテクノロジー関連企業は、中小規模の企業も多いことか
ら、株価の変動が大きい傾向にあります。

• また、株式市場の調整局面においては、市場心理などにより、高い利益成長が期待される革
新的な企業であっても、大きく売られる場合があると考えています。

• 実際に、足元の調整局面では、革新的で優れた事業を行なっているにも関わらず、売られ過ぎ
と考えられる銘柄が見られます。

• こうした銘柄は、市場が落ち着いた際に反発することが期待され、今回のような調整局面は、
こうした革新的な企業へ割安に投資する機会であると考えられます。

• 当ファンドでは引き続き、短期的な動きに一喜一憂せず、ゲノム関連企業の長期的な成長に
着目した銘柄選択を行なってまいります。

アーク社からのメッセージ

引き続き、ゲノム関連企業の長期的な成長に着目
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銘柄名 通貨
国・

地域名
業種 組入比率

（ご参考）
設定来
騰落率

1 イルミナ 米ドル 米国
医薬品・

バイオテクノロジー
9.8% -0.5%

2 ブリストル・マイヤーズスクイブ 米ドル 米国
医薬品・

バイオテクノロジー
5.0% 3.2%

3 ＣＲＩＳＰＲセラピューティクス 米ドル スイス
医薬品・

バイオテクノロジー
4.6% 15.8%

4 リジェネロン・ファーマシューティカルズ 米ドル 米国
医薬品・

バイオテクノロジー
4.6% -31.4%

5 テラドック・ヘルス 米ドル 米国
ヘルスケア機器・

サービス
4.2% 12.1%

6 エディタス・メディシン 米ドル 米国
医薬品・

バイオテクノロジー
4.1% -13.4%

7 インビテ 米ドル 米国
医薬品・

バイオテクノロジー
4.1% 34.8%

8 インテリア・セラピューティクス 米ドル 米国
医薬品・

バイオテクノロジー
3.3% -11.1%

9 アップル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米ドル 米国
テクノロジー・
ハードウェア

3.0% 44.6%

10 ヴェラサイト 米ドル 米国
医薬品・

バイオテクノロジー
2.7% 50.7%

組入上位10銘柄（2019年9月末時点）

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

※ 上記はマザーファンドの状況です。比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。
※ 業種名はGICS（世界産業分類基準）に基づきます。
※ 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。

※ 上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

（銘柄数：52銘柄）

*

* 2019年1月16日（設定日）～9月30日の株価騰落率（米ドルベース）
※2019年9月末時点の組入銘柄であり、上記の株価騰落率計算期間中、継続して保有していたことを示すものではありません。

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成
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上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘

柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

ご参考：組入上位銘柄の株価推移①

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

イルミナ

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

ＣＲＩＳＰＲセラピューティクス

＜株価の推移＞
（2016年1月初～2019年9月30日）（米ドル）

＜株価の推移＞
（2016年10月19日～2019年9月30日）

（米ドル）

※2016年10月19日上場

100
150
200
250
300
350
400

16年1月 17年1月 18年1月 19年1月

40

50

60

70

80

16年1月 17年1月 18年1月 19年1月

＜株価の推移＞
（2016年1月初～2019年9月30日）（米ドル）

ブリストル・マイヤーズスクイブ

200

300

400

500

600

16年1月 17年1月 18年1月 19年1月

ﾘｼﾞｪﾈﾛﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ

＜株価の推移＞
（2016年1月初～2019年9月30日）

（米ドル）

0

20

40

60

80

100

16年1月 17年1月 18年1月 19年1月

＜株価の推移＞
（2016年1月初～2019年9月30日）

（米ドル）

テラドック・ヘルス



10/13

Fund Information

販売用資料

当資料は、投資者の皆様に「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、
日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境
の変動や運用成果などを保証するものではありません。

上記銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘

柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

ご参考：組入上位銘柄の株価推移②

信頼できると判断したデータをもとに日興アセットマネジメントが作成

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
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■リスク情報

投資者の皆様の投資元金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、投資元金を割り込むこ
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（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは
異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の
悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替
の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク】

※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
※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。

■その他の留意事項

 当資料は、投資者の皆様に「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）」へのご理解を高めていただくこと
を目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。

 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、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。
また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

 分配金は、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。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンドの購入
価額によっては、分配金の一部または全部が、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。

 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明
書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

年1回、決算を行ないます。

主に、世界の株式の中から、ゲノム関連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＊に投資を行ないます。

個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用します。

1

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

フ ァ ン ド の 特 色

2

3

＊預託証券を含みます。

お 申 込 み に 際 し て の 留 意 事 項
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販売用資料

当資料は、投資者の皆様に「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、
日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境
の変動や運用成果などを保証するものではありません。

購入時手数料
購入時の基準価額に対し3.3％（税抜3％）以内
※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。

換金手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

お 申 込 み メ モ
商品分類 追加型投信／内外／株式

購入単位
販売会社が定める単位
※販売会社の照会先にお問い合わせください。

購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

信託期間 2028年12月7日まで（2019年1月16日設定）

決算日 毎年12月7日（休業日の場合は翌営業日）

購入・換金
申込不可日

販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日がニューヨーク証券取引所の休業日または
ニューヨークの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は行ないません。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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。

手 数 料 等 の 概 要
投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。
＜申込時、換金時にご負担いただく費用＞

※ 投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて
異なりますので、表示することができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

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年率1.804％（税抜1.64％）

その他の
費用・手数料

目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を
含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を
乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託
財産から支払われます。
※ 運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはでき

ません。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬は
かかりません。

＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞
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販売用資料

当資料は、投資者の皆様に「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1年決算型）」へのご理解を高めていただくことを目的として、
日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲載されている見解は、当資料作成時点のものであり、将来の市場環境
の変動や運用成果などを保証するものではありません。

委 託 会 社 、 そ の 他 関 係 法 人

委託会社

日興アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368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

投資顧問会社 日興アセットマネジメント アメリカズ・インク

受託会社 三井住友信託銀行株式会社

販売会社

販売会社については下記にお問い合わせください。
日興アセットマネジメント株式会社
〔ホームページ〕www.nikkoam.com/
〔コールセンター〕0120-25-1404（午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。）

　投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・お申込みは

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

大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

（資料作成日現在、50音順）
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