
手元資金 

①　初年度 

通貨ペア ポジション 為替相場 買付プレミアム 
手数料込みの 
買付代金（\） 買付数量（枚） 買付代金合計（\） 為替相場 転売プレミアム 

手数料込みの 
転売代金（\） 損益（\） 

米ドル／フラン コール 1.4825 0.0296 \25,224 39 \983,736 1.6645 0.1820 \4,323,072 \3,339,336 

ユーロ／フラン コール 1.5964 0.0319 \27,067 36 \974,412 1.5912 0.0000 \0 \-974,412 

フラン／円 コール 80.15 1.60 \17,500 57 \997,500 61.73 0.00 \0 \-997,500 

初年度 
総買付代金（\） \2,955,648 残金 \44,352 純損益 \1,367,424 

手元資金 

②　2年目 

通貨ペア ポジション 為替相場 買付プレミアム 
手数料込みの 
買付代金（\） 買付数量（枚） 買付代金合計（\） 為替相場 転売プレミアム 

手数料込みの 
転売代金（\） 損益（\） 

米ドル／フラン コール 1.6625 0.0332 \22,110 66 \1,459,260 1.7410 0.0785 \3,656,136 \2,196,876 

ユーロ／フラン コール 1.5900 0.0318 \21,241 68 \1,444,388 1.5279 0.0000 \0 \-1,444,388 

フラン／円 コール 62.08 1.24 \13,900 105 \1,459,500 72.48 10.40 \10,762,500 \9,303,000 

2年目 
総買付代金（\） \4,363,148 残金 \4,276 純損益 \10,055,488 

手元資金 

③　3年目 

通貨ペア ポジション 為替相場 買付プレミアム 
手数料込みの 
買付代金（\） 買付数量（枚） 買付代金合計（\） 為替相場 転売プレミアム 

手数料込みの 
転売代金（\） 損益（\） 

米ドル／フラン コール 1.7440 0.0348 \26,719 180 \4,809,420 1.6817 0.0000 \0 \-4,809,420 

ユーロ／フラン コール 1.5240 0.0304 \23,530 204 \4,800,120 1.4656 0.0000 \0 \-4,800,120 

フラン／円 コール 72.47 1.44 \15,900 302 \4,801,800 78.91 6.44 \18,995,800 \14,194,000 

3年目 
総買付代金（\） \14,411,340 残金 \11,572 純損益 \4,584,460 

2000年3月31日 

2000年4月1日 2001年3月31日 

運用損益表（スイスフラン）： 1999年4月～2006年3月（7年間連続取引事例） 
\3,000,000 

\4,367,424 

1999年4月1日 

\14,422,912 

2001年4月1日 2002年3月31日 

※次年度の手元資金として充当 

※次年度の手元資金として充当



手元資金 

④　4年目 

通貨ペア ポジション 為替相場 買付プレミアム 
手数料込みの 
買付代金（\） 買付数量（枚） 買付代金合計（\） 為替相場 転売プレミアム 

手数料込みの 
転売代金（\） 損益（\） 

米ドル／フラン コール 1.6801 0.0336 \28,020 226 \6,332,520 1.3495 0.0000 \0 \-6,332,520 

ユーロ／フラン コール 1.4640 0.0292 \24,547 258 \6,333,126 1.4743 0.0103 \1,933,194 \-4,399,932 

フラン／円 コール 78.93 1.57 \17,200 368 \6,329,600 87.32 8.39 \30,286,400 \23,956,800 

4年目 
総買付代金（\） \18,995,246 残金 \12,126 純損益 \13,224,348 

手元資金 

⑤　5年目 

通貨ペア ポジション 為替相場 買付プレミアム 
手数料込みの 
買付代金（\） 買付数量（枚） 買付代金合計（\） 為替相場 転売プレミアム 

手数料込みの 
転売代金（\） 損益（\） 

米ドル／フラン コール 1.3500 0.0270 \25,095 428 \10,740,660 1.2653 0.0000 \0 \-10,740,660 

ユーロ／フラン コール 1.4740 0.0294 \27,192 395 \10,740,840 1.5576 0.0836 \26,617,470 \15,876,630 

フラン／円 コール 87.39 1.74 \18,900 568 \10,735,200 82.4 0.00 \0 \-10,735,200 

5年目 
総買付代金（\） \32,216,700 残金 \15,020 純損益 \-5,599,230 

手元資金 

⑥　6年目 

通貨ペア ポジション 為替相場 買付プレミアム 
手数料込みの 
買付代金（\） 買付数量（枚） 買付代金合計（\） 為替相場 転売プレミアム 

手数料込みの 
転売代金（\） 損益（\） 

米ドル／フラン コール 1.2652 0.0253 \22,332 397 \8,865,804 1.1961 0.0000 \0 \-8,865,804 

ユーロ／フラン コール 1.5581 0.0311 \27,107 327 \8,863,989 1.5503 0.0000 \0 \-8,863,989 

フラン／円 コール 82.34 1.64 \17,900 497 \8,896,300 89.5 7.16 \34,839,700 \25,943,400 

6年目 
総買付代金（\） \26,626,093 残金 \6,397 純損益 \8,213,607 

\26,632,490 

2004年4月1日 2005年3月31日 

\19,007,372 

2002年4月1日 2003年3月31日 

\32,231,720 

2003年4月1日 2004年3月31日 

※次年度の手元資金として充当（4,584,460円） 

※次年度の手元資金として充当 

※次年度の手元資金として充当



手元資金 

⑦　7年目 

通貨ペア ポジション 為替相場 買付プレミアム 
手数料込みの 
買付代金（\） 買付数量（枚） 買付代金合計（\） 為替相場 転売プレミアム 

手数料込みの 
転売代金（\） 損益（\） 

米ドル／フラン コール 1.1964 0.0239 \22,895 508 \11,630,660 1.3037 0.1073 \48,420,528 \36,789,868 

ユーロ／フラン コール 1.5505 0.0310 \29,251 397 \11,612,647 1.5796 0.0291 \9,828,132 \-1,784,515 

フラン／円 コール 89.52 1.79 \19,400 598 \11,601,200 90.23 0.71 \3,348,800 \-8,252,400 

7年目 
総買付代金（\） \34,844,507 残金 \1,590 純損益 \26,752,953 

手元資金 
（7年間通期） 

※全てコール・オプション買いを選択 
※買付時のプレミアムは全て為替相場の2.0%で算出 
※ストライクプライス（権利行使価格）は買付時にアットザマネー（現値）を選択 
※元大手銀行為替ディーラーによる、実際の変動値を基に策定された参考プランです。 
※通年、4/1（取引開始）～翌3/31（取引完了）とした場合におけるシュミレーション。
　 取引日が異なった場合のパフォーマンスは想定しておりません。 

\61,599,050 

\34,846,097 

2005年4月1日 2006年3月31日 

※次年度の手元資金として充当（8,213,607円） 

※手元資金として充当 

投資判断の参考となる情報提供を目的としておりますが、投資に関する最終決定は、投資家ご自身で行うようにお願いします。 
また、当ホームページが提供する情報の正確性については万全を期していますが、何らかの理由により誤りがある可能性があり、また、予告なく変更・削除される場合があります。 

これらの情報に起因して被られたいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いません。 

ヴィクトリーレポート2007年度通貨ペアプラン（4/1～3/31）は 
2007年3月発行予定！！


