
東京都港区赤坂九丁目７番１号
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。

＜941131＞

第155期末（2022年６月17日）
基 準 価 額 3,772円
純 資 産 総 額 1,421百万円

第150期　～　第155期
騰 落 率 25.0％
分配金（税込み）合計 42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）オースト
ラリアドル・コース」は、2022年６月17日に第
155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150期（決算日2022年１月17日）　第151期（決算日2022年２月17日）　第152期（決算日2022年３月17日）
第153期（決算日2022年４月18日）　第154期（決算日2022年５月17日）　第155期（決算日2022年６月17日）

作成対象期間（2021年12月18日～2022年６月17日）

資源ファンド（株式と通貨）
オーストラリアドル・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）オーストラリアドル・コース

第150期首： 3,051円
第155期末： 3,772円（既払分配金（税込み）：42円）
騰 落 率： 25.0％（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（2021年12月17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、オーストラリアドル買い／米ドル売りの為替取引を行
なうことで、実質的にオーストラリアドル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＞
・南アフリカで確認された新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解や、ワクチン
の追加接種が新たな変異株の感染防止に一定の効果があるとの報告から、景気への悪影響は限定的と
の見方が高まったこと（期間の初め～2021年12月下旬）。
・オーストラリアドルが対円で上昇したこと。

作成期間中の基準価額等の推移 （2021年12月18日～2022年６月17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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運用経過
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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

＜値下がり要因＞
・米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）がインフレ抑制のため早期利上げを開始し、金融政策の正常化を
加速させるとの見方が広がったこと。
・世界の主要中央銀行による金融引き締めの継続により景気減速が懸念されたこと。
・ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置や制裁の拡大などから、投
資家のリスク回避姿勢が強まったこと。

項 目
第150期～第155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）

21

（  3）

（16）

（  1）

0.548

（0.093）

（0.439）

（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）

2

（  0）

（  1）

0.042

（0.002）

（0.039）

（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

合 計 23 0.590

作成期間の平均基準価額は、3,744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 （2021年12月18日～2022年６月17日）
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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

(参考情報)
○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）
　作成期間の運用・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。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）
を乗じた数で除した経費率（年率）は1.88％です。

� （単位：％）

経費率(①＋②) 1.88
①当ファンドの費用の比率 1.18

②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0.70

（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）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）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、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（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）
0.03％

経費率
1.88％

その他費用
0.08％

当ファンド
1.18％

投資先
ファンド
0.70％

運用管理費用
（投信会社）
0.19％

運用管理費用
0.70％

運用管理費用
（販売会社）
0.88％
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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・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）分配金再投資基準価額は、2017年６月19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。

2017年６月19日
決算日

2018年６月18日
決算日

2019年６月17日
決算日

2020年６月17日
決算日

2021年６月17日
決算日

2022年６月17日
決算日

基準価額 （円） 3,327 3,674 2,702 1,986 3,254 3,772
期間分配金合計（税込み） （円） ― 120 120 111 84 84
分配金再投資基準価額騰落率 （％） ― 14.1 △23.6 △22.6 69.4 18.9
純資産総額 （百万円） 2,576 2,284 1,429 960 1,421 1,421
（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。
（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 （2017年６月19日～2022年６月17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）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2017/６ 2018/６ 2019/６ 2020/６ 2021/６ 2022/６

CC_22897779_02_ost日興_資源F（株式と通貨）オーストラリアドルu941131_交運_運用経過.indd   4 2022/08/08   17:08:29



5

資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

（株式市況）
　海外株式市場では、期間の初めと比べて、米国や欧州各国などの株価は総じて下落しました。南アフ
リカで確認された新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解や、ワクチンの追加接
種が新たな変異株の感染防止に一定の効果があるとの報告から、景気への悪影響は限定的との見方が高
まったことなどが、株価の上昇要因となったものの、ＦＲＢがインフレ抑制のため早期利上げを開始し
金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったことや、世界の主要中央銀行による金融引き締めの
継続により景気減速が懸念されたこと、エネルギー価格の上昇やサプライチェーン（供給網）の混乱な
どからインフレ高進が警戒されたこと、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへ
の制裁措置や制裁の拡大などから、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、米国や欧州
各国などの株価は総じて下落しました。
　期間中の主要商品は概して価格が上昇しました。原油価格は、前期末対比で上昇しました。ウクライ
ナ情勢の緊迫化、イエメンの親イラン派武装組織によるアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）への攻撃など地政
学的リスクの高まりや、中国の上海市のロックダウン（都市封鎖）解除の見込みや中国の相つぐ景気対
策などを受けたエネルギー需要の回復期待、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）によるロシアの原油生産削
減の見通しなどが支援材料となり、価格は上昇しました。金価格は、米国金利の上昇や主要通貨に対す
るアメリカドルの上昇などが価格の下落要因となったものの、世界的なインフレ懸念を背景にインフレ
リスク回避の目的での金を買う動きが先行したことや、ウクライナ情勢の緊迫化などの地政学的リスク
に対する警戒感から相対的に安全資産とされる金を買う動きが優勢となったことなどを受けて上昇しま
した。主要穀物については、南米などの主要産地において天候の乾燥が続いたことや、ロシアのウクラ
イナへの軍事侵攻を受けた欧米諸国の経済制裁により、主要穀物産出国であるロシアからの穀物輸出が
懸念されたことなどを背景に、価格は総じて上昇しました。主要非鉄金属は、原油価格の上昇による生
産コスト増加への懸念や、欧米諸国による経済制裁などの拡大の可能性を受けてロシアでの生産比率の
高い非鉄の供給に対する懸念が高まったことなどが価格の支援材料となった一方、欧米の低調な経済指
標を受けた世界経済の先行きに対する警戒感や、中国におけるロックダウン措置の拡大および長期化に
よる中国の景気に対する警戒感を背景とした非鉄金属需要の減少懸念などが重しとなり、価格はまちま
ちとなりました。

（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－0.03％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、－0.04％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－0.12％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、－0.20％近辺で期間末を迎えました。

投資環境 （2021年12月18日～2022年６月17日）
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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

（為替市況）
　期間中におけるオーストラリアドル（対円）は、右記の推移と
なりました。

（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 オーストラリアドル・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�オーストラリアドル・クラス）
　期間中のファンドのパフォーマンスに対しては、エネルギー探査・生産セクターへの積極投資や、同
セクターでの銘柄選択、紙器・紙製品セクターを控えめの投資としたことなどが、プラスの寄与となり
ました。一方、産業ガスセクターや産業機械セクターでの銘柄選択などが、マイナスの影響となりました。
　主な投資行動としては、SolarEdge Technologies, Inc.や、Kinder Morgan, Inc.、Ecolab Inc.な
どを新規にポートフォリオに組み入れました。SolarEdge Technologies,  Inc.は、ソーラーオプティ
マイザー、インバーター、モニタリング機器製造のリーダー企業であり、太陽光発電の普及が進展する
につれて、今後も堅調な需要が期待できると考えています。Kinder Morgan,  Inc.は、ガスパイプライ
ンやターミナルを所有・運営するエネルギーインフラ大手企業で、天然ガスパイプライン事業における
収益力の低下がこれまで懸念されていましたが、その逆風がようやく弱まり始めており、堅調なコモ
ディティ市況などを背景に、今後、収益の拡大が見込まれるほか、相対的に高い配当利回りも魅力です。
Ecolab  Inc.は水、衛生、感染予防のソリューションとサービス提供における世界的なリーダーです。
レストランや宿泊施設など、同社の顧客の多くは企業活動を再開したものの新型コロナウイルスの感染
拡大前の水準に戻っていないことから、再開が進むにつれて更なる需要の増加をもたらす一方、これら
の需要は景気サイクルの影響を受けにくく、現在のインフレ環境が景気後退につながることになった場
合でも、一定の需要を取り込むことが可能と考えています。一方、エネルギー価格の上昇に伴ない、関
連する銘柄の株価が上昇し、バリュエーション（株価評価）が中長期的な想定を上回る水準まで上昇し
たため、エネルギー探査・生産（Ｅ＆Ｐ）銘柄や油田サービス銘柄の一部の投資比率を引き下げました。
　また、原則として、オーストラリアドル買い／米ドル売りの為替取引を行なうことで、実質的にオー
ストラリアドル建てで運用を行ないました。

60
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90

100

110

2022/１ ６３２ ４ ５

（円）
円／オーストラリアドルの推移

当ファンドのポートフォリオ （2021年12月18日～2022年６月17日）
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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

（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、運用実績や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150期 第151期 第152期 第153期 第154期 第155期

2021年12月18日
～2022年１月17日

2022年１月18日
～2022年２月17日

2022年２月18日
～2022年３月17日

2022年３月18日
～2022年４月18日

2022年４月19日
～2022年５月17日

2022年５月18日
～2022年６月17日

当期分配金 7 7 7 7 7 7
（対基準価額比率） 0.207％ 0.198％ 0.187％ 0.157％ 0.179％ 0.185％
当期の収益 7 7 7 7 7 7
当期の収益以外 ― ― ― ― ― ―

翌期繰越分配対象額 6,590 6,651 6,713 6,776 6,836 6,899
（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。
（注）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配

金をお支払いすることはございません。

当ファンドのベンチマークとの差異 （2021年12月18日～2022年６月17日）

分配金 （2021年12月18日～2022年６月17日）
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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・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 オーストラリアドル・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�オーストラリアドル・クラス）
　株式市場全体の下落や経済成長の減速懸念などにより、資源銘柄および資源関連銘柄ではエネルギー
以外のセクターに投資機会がもたらされています。ポートフォリオで注目しているのは鉱業セクターで
す。堅調な需要が見込まれるうえに、エネルギー転換のための支出や世界全体のインフラ整備への投資
も増加するとみられるためです。一方、鉱山事業への投資は、足元では若干増加しているものの、過去
の水準に比べればまだ低調であり、供給の増加幅は引き続き限られる公算が大きいとみています。また、
エネルギー転換関連銘柄も引き続き魅力的です。多くの銘柄はすでに大幅な株価の値下がりを経験して
います。さらなる株価下落の可能性を排除することはできないものの、バリュエーションは以前よりも
かなり魅力的になっていると考えています。また、従来型の燃料の原料が記録的な高値を付けているこ
となどから、世界の国々や消費者がエネルギー供給の多角化を求めるなかで、再生可能エネルギーの需
要が押し上げられると予想しています。
　主として世界の資源株に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。ま
た、原則として、オーストラリアドル買い／米ドル売りの為替取引を行なうことで、実質的にオースト
ラリアドル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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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

お知らせ
　2021年12月18日から2022年６月17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 2009年７月31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 オーストラリアドル・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、オーストラリアドル買い／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、原則として安定した分配を継続的に行
なうことをめざします。

当ファンドの概要
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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・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 125.0 42.1 59.8 62.7 5.4 11.4 19.3
最小値 △  53.3 △16.0 △12.4 △19.4 △4.0 △  4.5 △  9.4
平均値 8.3 9.6 17.1 11.8 0.1 3.7 3.3

（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６月から2022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。
（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、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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（2017年６月末～2022年５月末）
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○組入上位ファンド
銘　柄　名 第155期末

％
ナチュラル・リソース・ファンド オーストラリアドル・クラス 98.4
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150期末 第151期末 第152期末 第153期末 第154期末 第155期末

2022年１月17日 2022年２月17日 2022年３月17日 2022年４月18日 2022年５月17日 2022年６月17日
純 資 産 総 額 1,614,842,423円 1,660,145,874円 1,644,802,105円 2,006,164,094円 1,498,809,618円 1,421,070,567円
受 益 権 総 口 数 4,785,655,661口 4,714,510,364口 4,395,523,639口 4,509,781,102口 3,839,777,457口 3,767,813,206口
１ 万 口 当 た り 基 準 価 額 3,374円 3,521円 3,742円 4,448円 3,903円 3,772円

（注）当作成期間（第150期～第155期）中における追加設定元本額は1,363,714,773円、同解約元本額は2,429,649,641円です。

当ファンドのデータ
組入資産の内容 （2022年６月17日現在）

国内投資信託受益証券
98.4％

国内投資信託受益証券
98.4％

親投資信託受益証券
0.1％

○資産別配分
その他
1.5％

ケイマン諸島
98.4％

ケイマン諸島
98.4％

日本
0.1％

○国別配分
その他
1.5％

円
98.5％
円

98.5％

○通貨別配分
その他
1.5％

純資産等
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組入上位ファンドの概要
ナチュラル・リソース・ファンド オーストラリアドル・クラス

【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】
（2021年３月１日～2022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。

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2021/５/１ 2021/７/１ 2021/９/１ 2021/11/１ 2022/１/１

（円） （2021年３月１日～2022年２月28日）

【組入上位10銘柄】
（2022年２月28日現在）

銘柄名 業種／種別等 通貨  国（地域） 比率
％

1 Nutrien Ltd. 普通株式 アメリカドル カナダ 5.4
2 BHP Group Ltd. 普通株式 アメリカドル オーストラリア 4.4
3 Freeport-McMoRan Inc 普通株式 アメリカドル アメリカ 4.4
4 Anglo American Plc ADR 普通株式 アメリカドル イギリス 4.0
5 Exxon Mobil Corp 普通株式 アメリカドル アメリカ 3.9
6 TotalEnergies S.E. ADR 普通株式 アメリカドル フランス 3.6
7 Vale S.A. ADR 普通株式 アメリカドル ブラジル 3.4
8 Chevron Corp 普通株式 アメリカドル アメリカ 3.4
9 Shell Plc ADR 普通株式 アメリカドル イギリス 3.0

10 Corteva Inc 普通株式 アメリカドル アメリカ 2.5
組入銘柄数 72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。

その他
5.0％

普通株式
95.0%

【資産別配分】
その他
5.0％

アメリカドル
95.0%

【通貨別配分】

アメリカ
51.9％

カナダ
15.2％

その他
8.3％

フランス
3.6％

オーストラリア
5.7％

イギリス
11.7％

ブラジル
3.6％

【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
【基準価額の推移】 【１万口当たりの費用明細】

（円）

10,155

10,156

10,157

10,158

10,159

10,160

10,161

2021/2 2021/4 2021/6 2021/8 2021/10 2021/12

　2022年１月17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 （2022年１月17日現在）

（2021年１月16日～2022年１月17日）

※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。

（2021年１月16日～2022年１月17日）
　該当事項はございません。

092_3545753632203.indd   1 2022/01/25   10:28:17
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資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース

【貸借対照表】
（単位：円）

前期 当期
2021年12月17日現在 2022年６月17日現在

資産の部
流動資産

コール・ローン 32,017,707 41,799,566
投資信託受益証券 1,452,938,865 1,397,795,117
親投資信託受益証券 1,447,518 1,602,761
未収入金 － 5,329,488
流動資産合計 1,486,404,090 1,446,526,932

資産合計 1,486,404,090 1,446,526,932
負債の部

流動負債
未払収益分配金 3,383,623 2,637,469
未払解約金 6,606,651 20,100,316
未払受託者報酬 39,318 44,827
未払委託者報酬 1,271,663 1,449,759
未払利息 17 39
その他未払費用 565,060 1,223,955
流動負債合計 11,866,332 25,456,365

負債合計 11,866,332 25,456,365
純資産の部

元本等
元本 4,833,748,074 3,767,813,206
剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,359,210,316 △2,346,742,639
（分配準備積立金） 766,416,569 562,361,879

元本等合計 1,474,537,758 1,421,070,567
純資産合計 1,474,537,758 1,421,070,567

負債純資産合計 1,486,404,090 1,446,526,932
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【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

前期 当期
自　2021年 ６ 月18日 自　2021年12月18日
至　2021年12月17日 至　2022年 ６ 月17日

営業収益
受取配当金 168,951,452 182,880,375
有価証券売買等損益 △245,144,777 232,542,166
営業収益合計 △76,193,325 415,422,541

営業費用
支払利息 2,584 2,395
受託者報酬 219,889 274,691
委託者報酬 7,111,861 8,883,594
その他費用 589,096 694,733
営業費用合計 7,923,430 9,855,413

営業利益又は営業損失（△） △84,116,755 405,567,128
経常利益又は経常損失（△） △84,116,755 405,567,128
当期純利益又は当期純損失（△） △84,116,755 405,567,128
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（△） △1,055,595 27,763,628

期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,945,943,416 △3,359,210,316
剰余金増加額又は欠損金減少額 312,019,198 1,483,160,418

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 312,019,198 1,483,160,418
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 623,805,981 830,287,101
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 623,805,981 830,287,101

分配金 18,418,957 18,209,140
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,359,210,316 △2,346,742,639
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