
2021/12/31現在 日米投資総額 ¥341,658,264 時価評価額 ¥653,052,369 91.14% 損益率

日本市場

ETF 平均単価 株数 投資額 全体比 時価 評価額 損益率 備考

日経平均ETF 1330 ¥9,400 350 ¥3,290,000 0.96% ¥29,775 ¥10,421,250 216.76% アベノミクス初期に購入

TOPIX ETF 1308 ¥743 2500 ¥1,857,500 0.54% ¥2,053.0 ¥5,132,500 176.31% アベノミクス初期に購入

インド株式指数ETF 1678 ¥79 30000 ¥2,370,000 0.69% ¥236.9 ¥7,107,000 199.87% アベノミクス初期に購入

純金上場信託 1540 ¥5,253 9600 ¥50,428,800 14.76% ¥6,345 ¥60,912,000 20.79% 適時買い増し

純プラチナ上場信託 1541 ¥3,280 2000 ¥6,560,000 1.92% ¥3,340 ¥6,680,000 1.83% 21/8/27買い直し

純銀上場信託 1542 ¥7,318 10050 ¥73,545,900 21.53% ¥7,862 ¥79,013,100 7.43% 適時買い増し

¥138,052,200 40.41% ¥169,265,850 22.61%

現物株 平均単価 株数 投資額 全体比 時価 評価額 損益率 備考

ソニー 6758 ¥1,820 4000 ¥7,280,000 2.13% ¥14,475 ¥57,900,000 695.33% 当初ポジの60%利確済み

東京エレクトロン 8035 ¥17,740 700 ¥12,418,000 3.63% ¥66,280 ¥46,396,000 273.62% 初期ポジの50%利確済み

富士電機 6504 ¥4,470 1800 ¥8,046,000 2.35% ¥6,280 ¥11,304,000 40.49% 21/8月新規

日本電産 6594 ¥8,790 1000 ¥8,790,000 2.57% ¥13,520 ¥13,520,000 53.81% 20/8月新規

トヨタ自動車 7203 ¥1,520 10000 ¥15,200,000 4.45% ¥2,105 ¥21,050,000 38.49% 20年12月新規/21年2月追加

栗田工業 6370 ¥4,790 1500 ¥7,185,000 2.10% ¥5,460 ¥8,190,000 13.99% 21/8月新規

丸紅 8002 ¥890 10000 ¥8,900,000 2.60% ¥1,119 ¥11,190,000 25.73% 21/8月新規

三菱商事 8058 ¥3,000 3000 ¥9,000,000 2.63% ¥3,652 ¥10,956,000 21.73% 21/8月新規

NTT 9432 ¥2,450 4000 ¥9,800,000 2.87% ¥3,150 ¥12,600,000 28.57% 20年12月新規/21年2月追加

三井住友銀行 8316 ¥2,918 3500 ¥10,213,000 2.99% ¥3,943 ¥13,800,500 35.13% 20年10月新規

三菱UFJ銀行 8306 ¥410 25000 ¥10,250,000 3.00% ¥625 ¥15,625,000 52.44% 20年10月新規

¥107,082,000 31.34% ¥222,531,500 107.81%

JP投資総額 ¥245,134,200 71.75% JP時価評価額 ¥391,797,350 59.83%

2021/12/29現在

アメリカ市場

テクノロジー 平均単価 株数 投資額 全体比 時価 評価額 損益率 備考

アップル AAPL $2.20 2700 $5,940 0.20% $177.57 $479,439 7971.36% 当初ポジの80%利確済み

グーグル GOOG $49.00 230 $11,270 0.38% $2,893.59 $665,526 5805.29% 当初ポジの80%利確済み

$17,210 0.58% $1,144,965 6552.90%

ゴールド 平均単価 株数 投資額 全体比 時価 評価額 損益率 備考

フランコネヴァダ FNV $55.00 1000 $55,000 1.84% $138.29 $138,290 151.44% 2016年12月初回購入

ロイヤルゴールド RGLD $67.80 2100 $142,380 4.76% $105.21 $220,941 55.18% 2016年12月初回購入

ニューモントマイニング NEM $31.00 2000 $62,000 2.07% $62.02 $124,040 100.06% 2016年12月初回購入

$259,380 8.68% $483,271 86.32%

シルバー 平均単価 株数 投資額 全体比 時価 評価額 損益率 備考

エンデバー EXK $3.52 30000 $105,600 3.53% $4.22 $126,600 19.89% 2021年12月買い直し

パンアメリカン PAAS $22.00 5000 $110,000 3.68% $24.97 $124,850 13.50% 2021年12月買い直し

ウィートンプレシャスメタルズ WFM $36.00 3000 $108,000 3.61% $42.93 $128,790 19.25% 2021年12月買い直し



$323,600 10.83% $380,240 17.50%

石油 平均単価 株数 購入額 全体比 時価 評価額 損益率 備考

石油サービスETF OIH $115.30 500 $57,650 1.93% $184.84 $92,420 60.31% 途中1回利確

エネルギーセクターETF XLE $29.50 2000 $59,000 1.97% $55.50 $111,000 88.14% 途中1回利確

$116,650 3.90% $203,420 74.38%

インド 平均単価 株数 購入額 全体比 時価 評価額 損益率 備考

ウィプロ WIT $2.20 15000 $33,000 1.10% $9.76 $146,400 343.64% 2009年7月購入

エネルギーセクターETF RDY $15.41 2000 $30,820 1.03% $65.41 $130,820 324.46% 2009年7月購入

$63,820 2.14% $277,220 334.38%

投資総額$ $844,480 時価評価額$ $2,285,696 170.66%

ドル円 $114.30 ドル円 $114.30

US投資総額 ¥96,524,064 28.25% US時価評価額 ¥261,255,019


