
東京都港区赤坂九丁目７番１号
http://www.nikkoam.com/

●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

○�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57期末（2018年６月18日）
基 準 価 額 3,503円
純 資 産 総 額 99百万円

第52期　～　第57期
騰 落 率 △7.5％
分配金（税込み）合計 300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、「資源ファンド（株式と通貨）トルコリ
ラ・コース」は、2018年６月18日に第57期の
決算を行ないました。
　当ファンドは、主として世界の資源株に実質的
に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
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。

交付運用報告書
第52期（決算日2018年１月17日）　第53期（決算日2018年２月19日）　第54期（決算日2018年３月19日）
第55期（決算日2018年４月17日）　第56期（決算日2018年５月17日）　第57期（決算日2018年６月18日）

作成対象期間（2017年12月19日～2018年６月18日）

資源ファンド（株式と通貨）
トルコリラ・コース

追加型投信／内外／株式
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資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

第52期首： 4,086円
第57期末： 3,503円（既払分配金（税込み）：300円）
騰 落 率： △7.5％（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は、作成期首（2017年12月18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）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因
　当ファンドは、主として世界の資源株に実質的に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざし
て運用を行なっております。また、原則として、トルコリラ買い／米ドル売りの為替取引を行なうこと
で、実質的にトルコリラ建てで運用を行ないます。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＞
・�2018年に入り、世界的な需要増大の兆候によりコモディティ全般の価格が押し上げられたこと。
・�原油価格の上昇や世界のエネルギー関連企業の収益に対する楽観的な見方が関連銘柄にとって有利に
なったこと。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアが減産延長で合意したこと。
・�世界の経済成長に対する楽観的な見方や成長基調の加速、米国の税制改革によって見込まれる好影響、
インフレが上向く兆候などが追い風となったこと。
・�多くの資源関連企業について、コスト削減や需要増大によりプラスのフリーキャッシュフローの創出

作成期間中の基準価額等の推移 （2017年12月19日～2018年６月18日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

（円） （百万円）
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資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

が可能となったことが、増配や自社株買いなど、株主を重視した経営方針につながったこと。

＜値下がり要因＞
・��世界の中央銀行が長年にわたる緩和的な金融政策の巻き戻しに着手し、インフレ懸念により金融政策
の引き締めを加速させるなか、株式市場に調整局面が訪れるとの懸念やコモディティのようなリスク
のより高い投資が手控えられるとの懸念から株式市場全体が弱含んだこと。
・��世界で米国につぐエネルギー消費国である中国の景気減速懸念が高まったこと。また、貿易制裁が実
施された場合のコモディティ需要への影響を巡る懸念が強まったこと。
・��米国のエネルギー供給の増大が引き続き一部の市場で懸念されたこと。
・��当期間中にパフォーマンスが劣後する傾向にあった石油・ガス装置・サービス業をオーバーウェイト
としていたこと。
・��トルコリラが対円で下落したこと。

項 目
第52期～第57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）

22

（� 4）

（18）

（� 1）

0.539

（0.092）

（0.431）

（0.016）

（a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×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）その他費用

（監査費用）

（印刷費用）

（その他）

2

（� 0）

（� 2）

（� 0）

0.049

（0.003）

（0.047）

（0.000）

（b）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

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

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合 計 24�� 0.588��

作成期間の平均基準価額は、4,108円です。
（注）作成期間の費用（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）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）当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表

示することとしております。
（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）を作成期間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。
（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。

１万口当たりの費用明細 （2017年12月19日～2018年６月18日）
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資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

（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）当ファンドの設定日は2013年９月18日です。

2013年９月18日
設定日

2014年６月17日
決算日

2015年６月17日
決算日

2016年６月17日
決算日

2017年６月19日
決算日

2018年６月18日
決算日

基準価額 （円） 10,000 10,167 7,524 4,728 4,170 3,503
期間分配金合計（税込み） （円） ― 640 960 780 600 600
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 8.5 △17.4 △27.3 0.5 △2.7
純資産総額 （百万円） 12 64 184 83 118 99
（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、2014年６月17日の騰落率は設定当初との
比較です。

（注）当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

最近５年間の基準価額等の推移 （2013年６月17日～2018年６月18日）

純資産総額（右軸）基準価額（左軸） 分配金再投資基準価額（左軸）

（円） （百万円）
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資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

（株式市況）
　2018年に入ると、世界的な需要増大の兆候によりコモディティ全般の価格が押し上げられ、原油、
小麦、ガソリンといった主要コモディティの他、幅広いコモディティの価格が上昇しました。一方、銅、
アルミニウム、砂糖の価格は下落しました。米ドルは１月に３年ぶりの水準に下落し、原油など米ドル
建てのコモディティは米国国外の買い手にとって割高感が減少しました。原油価格の上昇や世界のエネ
ルギー関連企業の収益に対する楽観的な見方が関連銘柄にとって有利なものとなりました。期間の初め
は、世界的な緊張の高まり、成長の減速や貿易摩擦の兆候といった懸念が市場の重しとなりましたが、
４月に入ると原油価格の上昇や良好な企業収益がエネルギーセクターを押し上げ、株価は上昇に転じま
した。５月上旬は、需要が堅調となったことや季節的要因により在庫の増加が低水準となったことを受
けて、原油価格は数年ぶりの高値に達しました。また、米国トランプ大統領がイラン核合意からの離脱
を決定したことによりイランからの原油の輸出が減少する可能性が高まったことも、原油価格を押し上
げました。ベネズエラでは生産の落ち込みが続いているうえ、大統領選挙や米国による金融制裁の強化
を受けてさらなる減産を余儀なくされるとの見方も出てきました。こうした要因や動向が原油価格のサ
ポート要因となったものの、サウジアラビアとロシアのエネルギー相が、６月下旬のＯＰＥＣ会合に関
連して減産緩和が決定される可能性があると発言したことから懸念が強まり価格は下落に転じました。
また、テキサス州のパーミアン盆地のパイプラインの処理能力に関するボトルネックの可能性が高まっ
たことも世界の需給バランスに影響を与えました。コモディティ価格は５月にかけて安定的な上昇基調
となったものの、期間末にかけては、地政学的な混乱に加え、中国、欧州、カナダ、メキシコの対米貿
易関係の悪化を受けて反落しました。米国で成長予想が引き上げられる一方、その他の国では景気減速
の兆候が見られたことから米ドル高となったこともコモディティ価格の下落圧力となりました。

（国内短期金利市況）
　無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.05％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下で
コール市場でもマイナス圏での取引が続き、－0.07％近辺で期間末を迎えました。
　国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.18％近辺から、日銀による国債買入れの
継続などを受けてマイナス圏での推移が続き、－0.13％近辺で期間末を迎えました。

（為替市況）
　期間中におけるトルコリラ（対円）は、右記の推移となりました。

投資環境 （2017年12月19日～2018年６月18日）
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資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

（当ファンド）
　当ファンドは、収益性を追求するため、「ナチュラル・リソース・ファンド�トルコリラ・クラス」受
益証券を高位に組み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制しました。

（ナチュラル・リソース・ファンド トルコリラ・クラス）
　期間の初めは、関連セクターのファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）は引き続き改善しましたが、
大半の企業のバリュエーション（株価評価）はこうした見通しを完全に織り込んだとみられる水準に達
していました。そのため、好材料が株価にほぼ反映されたと考えられる銘柄を削減し、リスク調整後の
上昇余地が限定的と判断した銘柄の保有も削減しました。一方、バリュエーションが魅力的な水準にあ
る幾つかの銘柄については、ポジションの拡大や新規投資を行ない、ポートフォリオの分散を図りまし
た。パーミアン盆地の原油の価格差拡大を材料に値下がりした銘柄を中心として、上値余地が十分にあ
ると考えられる銘柄への入れ替えを継続しました。また、原則として、トルコリラ買い／米ドル売りの
為替取引を行なうことで、実質的にトルコリラ建てで運用を行ないました。

（マネー・オープン・マザーファンド）
　運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コールローンや金銭信託などを通じて、元
本の安全性を重視した運用を行ないました。

　当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指
数を設定しておりません。

　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52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期

2017年12月19日
～2018年１月17日

2018年１月18日
～2018年２月19日

2018年２月20日
～2018年３月19日

2018年３月20日
～2018年４月17日

2018年４月18日
～2018年５月17日

2018年５月18日
～2018年６月18日

当期分配金 50 50 50 50 50 50
（対基準価額比率） 1.091％ 1.197％ 1.270％ 1.277％ 1.268％ 1.407％
当期の収益 22 17 18 19 20 17
当期の収益以外 27 32 31 30 29 32

翌期繰越分配対象額 2,376 2,343 2,312 2,281 2,252 2,220
（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。

当ファンドのポートフォリオ （2017年12月19日～2018年６月18日）

当ファンドのベンチマークとの差異 （2017年12月19日～2018年６月18日）

分配金 （2017年12月19日～2018年６月18日）
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資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

（当ファンド）
　引き続き、「ナチュラル・リソース・ファンド�トルコリラ・クラス」受益証券を原則として高位に組
み入れ、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。

（ナチュラル・リソース・ファンド トルコリラ・クラス）
　投資を検討するにあたって常に長期的な見方を重視していますが、市場のボラティリティ（変動性）
や株式のミスプライシングを捉えることもめざします。また、基本的には株式を長期保有しますが、保
有比率についてはポートフォリオで保有する銘柄に関連する投資テーマがもはや有効でない場合を除き、
バリュエーションや上値余地に応じて増減させていきます。資源関連株はボラティリティが高い傾向に
あることから、当ファンドの戦略に適していると考えています。一方で、株価の下落局面では銘柄の保
有比率の拡大をめざします。株価は兆候なく急落することが多いことから、上昇および下落相場の両方
において規律的な投資アプローチが重要となります。
　決算発表シーズンには、投資家が企業見通しの再評価を行なうことからボラティリティが高まりやす
く、市場が失望的な企業収益またはその他の要因に急反応を示すことがあります。そうした場合は株価
が大幅に下落することが多くあり、特に一部の投資家が短期的な材料を重視している場合は、相場は
ファンダメンタルズをより反映しにくくなります。このような時期は、長期的なファンダメンタルズに
基づく投資家に投資機会を提供してくれます。当ファンドでは、概ね見通しは大きく変化していないと
考えており、短期的な下落局面を捉えて、長期リターンの向上をめざします。また、原則として、トル
コリラ買い／米ドル売りの為替取引を行なうことで、実質的にトルコリラ建てで運用を行ないます。
　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。

（マネー・オープン・マザーファンド）
　引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は、わが国の国
債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コールローンや金
銭信託などに投資することもあります。
　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。

　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。

今後の運用方針
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お知らせ
　2017年12月19日から2018年６月18日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

　当ファンドについて、金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２に定める信用リ
スクを適正に管理する方法として、一般社団法人投資信託協会規則に従って委託会社が合理的な方法を
定めるべく、2018年３月17日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました。（付表）

商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2013年９月18日から2024年６月17日までです。

運 用 方 針

主として、世界の資源関連企業が発行する株式を投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信
託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいま
す。）の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と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
「ナチュラル・リソース・ファンド�トルコリラ・クラス」受益証券
「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券
上記の投資信託証券を主要投資対象とします。

運 用 方 法

主として、世界の資源株に投資を行なうとともに各コースの通貨で実質的な運用を行なう投資信託証券に投
資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。世界の米ドル建て資源関連株式（預託証
書を含みます。）を実質的な投資対象とします。銘柄選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定
量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施します。原則とし
て、トルコリラ買い／米ドル売りの為替取引を行ないます。

分 配 方 針 第１計算期は収益分配を行ないません。第２計算期以降、毎決算時、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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資源ファンド（株式と通貨）トルコリラ・コース

（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 18.0 65.0 57.1 37.2 9.3 30.4 26.1
最小値 △42.6 △22.0 △17.5 △27.4 △4.0 △12.3 △17.4
平均値 △� 8.3 18.8 18.8 12.1 2.2 7.2 4.5

（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）2013年６月から2018年５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2014年９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。
指数について
●東証株価指数（TOPIX、配当込）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄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、東京証券取引所に帰属します。●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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○組入上位ファンド
銘　柄　名 第57期末

％
ナチュラル・リソース・ファンド トルコリラ・クラス 95.2
マネー・オープン・マザーファンド 0.1

組入銘柄数 ２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）国内投資信託受益証券には外国籍（邦貨建）の受益証券を含めております。
（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52期末 第53期末 第54期末 第55期末 第56期末 第57期末

2018年１月17日 2018年２月19日 2018年３月19日 2018年４月17日 2018年５月17日 2018年６月18日
純 資 産 総 額 123,843,566円 110,251,721円 110,497,455円 103,786,434円 105,262,766円 99,427,166円
受 益 権 総 口 数 273,304,796口 267,151,908口 284,336,712口 268,455,646口 270,412,583口 283,831,710口
１万口当たり基準価額 4,531円 4,127円 3,886円 3,866円 3,893円 3,503円

（注）当作成期間（第52期～第57期）中における追加設定元本額は66,126,741円、同解約元本額は64,579,927円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2018年６月18日現在）

国内投資信託受益証券
95.2％

国内投資信託受益証券
95.2％

親投資信託受益証券
0.1％

○資産別配分
その他
4.7％

ケイマン諸島
95.2％

ケイマン諸島
95.2％

日本
0.1％

○国別配分
その他
4.7％

円
95.3％
円

95.3％

○通貨別配分
その他
4.7％

純資産等
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ナチュラル・リソース・ファンド トルコリラ・クラス

組入上位ファンドの概要

【基準価額の推移】

（注）グラフは分配金再投資基準価額です。

【１万口当たりの費用明細】
（2017年３月１日～2018年２月28日）

　当該期間の１万口当たりの費用明細については開示されていないた
め、掲載しておりません。

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2017/４/30 2017/６/30 2017/８/31 2017/10/31 2017/12/31

（円） （2017年３月１日～2018年２月28日）

【組入上位10銘柄】
（2018年２月28日現在）

銘柄名 業種／種別等 通貨  国（地域） 比率
％

1 BHP Billiton Plc ADR 株式 アメリカドル イギリス 5.8
2 Rio Tinto Plc ADR 株式 アメリカドル イギリス 4.8
3 Nutrien Ltd 株式 アメリカドル カナダ 4.1
4 Royal Dutch Shell Plc ADR Class A 株式 アメリカドル イギリス 3.4
5 Total S.A ADR 株式 アメリカドル フランス 3.4
6 Schlumberger Ltd 株式 アメリカドル アメリカ 3.3
7 Haliburton Co 株式 アメリカドル アメリカ 3.1
8 International Paper Co 株式 アメリカドル アメリカ 2.8
9 Monsanto Co 株式 アメリカドル アメリカ 2.7

10 Freeport-McMoRan Inc 株式 アメリカドル アメリカ 2.6
組入銘柄数 70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。

株式
98.1%

その他
1.9%

【資産別配分】

アメリカドル
98.1%

その他
1.9%

【通貨別配分】

アメリカ
54.2%イギリス

20.0%

カナダ
12.3%

フランス
3.4%

その他
10.1%

【国別配分】
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マネー・オープン・マザーファンドマネー・オープン・マザーファンド

（2017年１月17日～2018年１月15日）
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（円）

10,170

10,171

10,172

10,173

10,174

10,175

10,176

10,177

2017/2 2017/4 2017/6 2017/8 2017/10 2017/12

（2017年１月17日～2018年１月15日）

　2018年１月15日現在、有価証券等の組入れはございません。
組入資産の内容 （2018年１月15日現在）

　該当事項はございません。
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【貸借対照表】
（単位：円）

前期 当期
平成29年12月18日現在 平成30年６月18日現在

資産の部
流動資産

金銭信託 － 4,314,064
コール・ローン 6,052,432 1,285,923
投資信託受益証券 110,839,383 94,676,682
親投資信託受益証券 113,453 105,551
未収入金 1,932,663 685,960
流動資産合計 118,937,931 101,068,180

資産合計 118,937,931 101,068,180
負債の部

流動負債
未払金 769,944 －
未払収益分配金 1,411,424 1,419,158
未払解約金 1,233,958 11,724
未払受託者報酬 3,215 2,901
未払委託者報酬 104,231 94,165
未払利息 8 1
その他未払費用 60,341 113,065
流動負債合計 3,583,121 1,641,014

負債合計 3,583,121 1,641,014
純資産の部

元本等
元本 282,284,896 283,831,710
剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △166,930,086 △184,404,544
（分配準備積立金） 20,636,101 11,449,748

元本等合計 115,354,810 99,427,166
純資産合計 115,354,810 99,427,166

負債純資産合計 118,937,931 101,068,180
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【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

前期 当期
自　平成29年 ６ 月20日 自　平成29年12月19日
至　平成29年12月18日 至　平成30年 ６ 月18日

営業収益
受取配当金 21,515,258 3,602,807
有価証券売買等損益 △13,250,377 △10,458,279
営業収益合計 8,264,881 △6,855,472

営業費用
支払利息 1,705 1,319
受託者報酬 20,428 18,012
委託者報酬 662,534 584,451
その他費用 63,106 55,689
営業費用合計 747,773 659,471

営業利益又は営業損失（△） 7,517,108 △7,514,943
経常利益又は経常損失（△） 7,517,108 △7,514,943
当期純利益又は当期純損失（△） 7,517,108 △7,514,943
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（△） △158,207 971,162

期首剰余金又は期首欠損金（△） △166,210,853 △166,930,086
剰余金増加額又は欠損金減少額 93,690,253 37,849,019

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 93,690,253 37,849,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 － －

剰余金減少額又は欠損金増加額 93,226,798 38,599,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 － －
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 93,226,798 38,599,909

分配金 8,858,003 8,237,463
期末剰余金又は期末欠損金（△） △166,930,086 △184,404,544
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