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お客様各位 

 

代行協会員：ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 

外国投信「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド 

ユーロ・ポートフォリオ」償還報告書のお届けについて 

 

 拝啓 平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

 

 さて、ご投資いただいております標記の外国投信の償還報告書が完成いたしましたの

で、お届けいたします。ご高覧いただきますようお願い申し上げます。 

 

 外国投信の償還報告書は、償還日より一定期間経過後に海外の管理会社が作成する報

告書をもとに作成されたものです。内容といたしましては、期中の運用状況、償還時の

財務状況や費用の明細等を掲載したもので、運用経過のご報告として当該外国投信にご

投資いただいているお客様へお届けすることが義務付けられております。 

 

 通常、外国投信の償還報告書の作成においては、海外における財務諸表の作成等によ

る事務手続き、および翻訳作業等に時間がかかり、内容の確定まで相当の時間を要しま

す。今回お届けする償還報告書は2012年12月６日の償還日を計算期末としており、大変

お時間を要しておりますが、上記のような理由を鑑み、何卒ご理解いただきますようお

願い申し上げます。 

 

 引き続き、一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

敬具 

 
 

※この書面は、償還報告書の一部を構成するものではなく、この書面の情報は、償還報

告書の記載情報ではありません。 

※この書面の情報の作成主体はＳＭＢＣ日興証券株式会社であり、作成責任はＳＭＢＣ

日興証券株式会社にあります。 
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Ⅰ 運用の経過および運用状況の推移 

 

１ 運用の経過 

 

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオ 

＜自 2012年１月１日 至 2012年12月６日＞ 

 景気見通しが依然として不透明な状況下、短期金融市場の利回りは当期を通して低下基調をたどり

ました。欧州中央銀行（ECB）が実施した２度目の長期資金供給オペ（LTRO）により、相場および市場

心理が上向いたため、当期は好調なスタートを切りました。2011年12月と2012年２月の２度にわたる

LTRO実施により、１兆ユーロ超の資金が供給され、2012年における銀行の資金調達を巡る懸念は後退

しました。しかしながら、第２四半期に懸念が再燃しユーロは下落しました。その結果、単一通貨ユ

ーロの崩壊の可能性を巡り不透明感および懸念が台頭し、世界の経済成長見通しに影響を与えました。

最初のきっかけとなったのは、ギリシャとフランスの選挙でした。ギリシャにおいては、一度目の選

挙で政権樹立に至らず、２度目の総選挙が行われたことから、ギリシャがユーロを離脱する可能性が

危惧されました。懸念の拡大を受け、スペインとイタリアの国債利回りが上昇し、欧州の経済見通し

は一段と悪化しました。このため、ECBは0.75％まで金利を引き下げました。年後半には、強いユーロ

を維持するために、政治家がユーロ周縁国の問題解決に向け取り組むことが明確な政治的意思となり

ました。さらに、ECBのマリオ・ドラギ総裁は、欧州危機打開のため、より強固な措置を講ずる可能性

があることを示唆しました。スペインの銀行資本増強案が合意されたことを受け、政権樹立および緊

縮策の維持などギリシャでも事態が進展しました。ギリシャの救済案が合意され、融資条件となって

いた国債買取が成功裏に終わった後、ギリシャへの融資が実施されました。これらの諸要因が相俟っ

て、市場心理を押し上げ、ユーロ崩壊の可能性も遠のき、リスク・プレミアムが一服するに伴い下半

期の周縁国の国債利回りは徐々に低下しました。当期中、指標となる３ヶ月物EURIBORは1.17％低下し、

0.19％で期末を迎えました。12ヶ月物EURIBORは1.38％低下し、0.57％で期末を迎えました。 
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2012年におけるEURIBORのイールド・カーブの変化 

 

 当ファンドはユーロ・コマーシャル・ペーパー、変動利付債、譲渡性預金証書（CD）および米国債

に投資してまいりました。残金は要求払い資金で保有しました。 

 2012年10月５日に、管理会社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・ポートフォリ

オを2012年12月６日（償還日）をもって終了する旨決定いたしました。償還金は全額、2012年12月７

日に支払われました。 

 

＜自 1996年２月29日（運用開始日） 至 2012年12月６日（償還日）＞ 

 当ファンドは、存続期間中一貫して、１口当たり純資産価格を一定額に保つマネー・マーケット・

ファンドに適用される指針内で、保守的な運用を行ってまいりました。当ファンドはユーロ建てコマ

ーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書（CD)、変動利付債券および短期債券などの商品に幅広く投資し

てきました。当初、当ファンドはドイツ・マルク建て資産に投資するドイツ・マルク建てマネー・マ

ーケット・ファンドとして設立されました。ユーロ創設を目前に控え、当ファンドは1998年８月にECU

建てファンドに移行し、660万ECU規模のファンドとしてスタートしました。このような移行は日本の

市場においてそれまでに類を見ないものでしたが、1999年１月のユーロ誕生と共に、１ECU＝１ユーロ

のレートで再度表示通貨を変更し、純資産総額は8,200万ユーロを超える規模に達しました。引き続き



020_9139816412505.doc 
ﾆｯｺｳ･ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ様 運用報告書 2013/06/20 21:01:00印刷 

3 

資産規模は拡大し、2010年６月に３億ユーロに達しました。2011年１月には３億1,500万ユーロを超え

ピークに達し、2011年11月まで３億ユーロ超を維持しました。世界的金融危機後に金利が歴史的低水

準に低下したため、ファンドの資産も減少しましたが、超低金利によるファンドの解散を決定するま

で３億ユーロ近傍の水準を維持しました。当ファンドはドイツ・マルク建てで設立された当時、高い

利回りを実現致しましたが、インフレが鈍化したためユーロが誕生するまで、利回りは低下しました。

新たに設立された欧州中央銀行（ECB）が、域内の金融安定化およびインフレ目標とマネー・サプライ

目標を達成するため、ユーロ圏内で単一通貨を導入したことに伴い、(域内で経済状況が異なっても同

一の政策金利が適用されるようになったことから）政策金利はその後、何年にもわたり広いレンジで

推移しました。世界的金融危機が世界各国経済に影響を及ぼす中、経済成長率は悪化し、インフレ圧

力もほとんど存在しなくなりました。このためECBは金利を急速に引き下げ、計3.5％の引き下げによ

りリファイナンス金利は過去最低水準の0.75％に達しました。さらにECBは金融システムの安定性を維

持するため、レポ・オペを度々行い流動性を供給しました。その結果、ファンドが購入した比較的優

良格付の発行体を中心に、短期金融商品の利回りが急落しました。景気見通しに未だ改善が見られず、

金利も当面上昇する気配がないため、2012年の終盤にファンドの清算を決定いたしました。 

 

 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドのユーロ・ポートフォリオは、2012年12月６日をもって

償還いたしました。 
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２ ファンドの概況 

(1) 投資状況 

資産別および地域別の投資状況 

ユーロ・ポートフォリオ 

(2012年12月６日現在) 

資産の種類 
時価合計 
ユーロ 

投資比率 
(％) 

現金・その他の資産(負債控除後) 141,735,567 100.00 

合計 
(純資産総額) 

141,735,567 
(約17,112百万円) 

100.00 

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。 
 
 

(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄（2012年12月６日現在） 

該当事項なし。 

 

② 投資不動産物件（2012年12月６日現在） 

該当事項なし。 

 

③ その他投資資産の主要なもの（2012年12月６日現在） 

該当事項なし。 
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(3) 運用実績 

① 純資産の推移 

ユーロ・ポートフォリオ 

直近10会計年度の各会計年度末ならびに2012年１月より2012年12月における各月

末（ただし、12月は12月６日（償還日)）の純資産の推移は次のとおりである。 
 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 
 千ユーロ 百万円 ユーロ・セント 円 

第12会計年度末 
(2003年12月31日) 

142,276 17,177 1 1 

第13会計年度末 
(2004年12月31日) 

149,425 18,040 1 1 

第14会計年度末 
(2005年12月31日) 

145,757 17,597 1 1 

第15会計年度末 
(2006年12月31日) 

152,229 18,379 1 1 

第16会計年度末 
(2007年12月31日) 

214,715 25,923 1 1 

第17会計年度末 
(2008年12月31日) 

269,070 32,485 1 1 

第18会計年度末 
(2009年12月31日) 

251,164 30,323 1 1 

第19会計年度末 
(2010年12月31日) 

307,705 37,149 1 1 

第20会計年度末 
(2011年12月31日) 

293,099 35,386 1 1 

第21会計年度末 
(2012年12月６日) 

141,736 17,112 1 1 

2012年１月末日 285,911 34,518 1 1 

２月末日 283,237 34,195 1 1 

３月末日 278,248 33,593 1 1 

４月末日 277,943 33,556 1 1 

５月末日 283,699 34,251 1 1 

６月末日 282,138 34,063 1 1 

７月末日 293,881 35,480 1 1 

８月末日 290,051 35,018 1 1 

９月末日 242,810 29,314 1 1 

10月末日 207,265 25,023 1 1 

11月末日 169,417 20,454 1 1 

12月６日 141,736 17,112 1 1 

(注) 上記純資産総額は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであ

るため、両数値が相違する場合がある。 

 



050_9139816412505.doc 更新日時:2013/06/10 16:41:00 印刷日時:13/06/10 17:05 

6 

② 分配 

(イ)分配方針 

管理会社は、１口当たり純資産価格を１ユーロ・セントに維持するために必要な

額の分配を日々宣言する。日々の分配金は、ユーロで表示され、１口当たりユーロ

の小数点以下第８位まで計算される。分配金は、買付けられる受益証券については、

買付代金が保管受託銀行により受領された営業日から、買戻される受益証券につい

ては、買戻代金が支払われる営業日の前日まで発生する。 

各営業日およびそれに続く非営業日に適用される分配額は、当該営業日のルクセ

ンブルグでの営業開始時に入手することができる。ただし、相当量の買戻請求がな

され、これに応ずるためファンドの組入れ証券を処分しなければならず、そのため

ファンドの価値がかなりの影響を受ける場合、管理会社は告知された分配額を取消

し、当該営業日に決定される純資産価格を基礎に分配額を決定することができる。

ただし、当該再評価は分配金が支払われる営業日前になされ告知される。 

ファンドの毎月の 終営業日に、当該 終営業日の直前の日までに宣言された発

生済・未払いのすべての分配金 (ルクセンブルグおよび／または受益者の属する国

の分配金に関する源泉税およびその他の税金控除後)は当該 終営業日の直前の日

に適用されるファンドの１口当たり純資産価格で自動的に再投資され、追加のファ

ンド証券として発行される。日本の受益者のために、かかる再投資は管理会社と各

販売会社との間の契約に基づいて各販売会社が取り扱う。ファンド証券の買戻しの

場合に買戻代金とともに発生済・未払いの分配金が支払われる以外に現金による分

配金支払いは行われない。 

管理会社は、合理的に可能な限り、ファンド証券１口当たり純資産価格を１ユー

ロ・セントに維持するよう尽力する。 

分配の結果、ルクセンブルグ法に規定される 低額のアメリカ合衆国ドル相当額

を下回ることとなるような場合分配を行うことができない。 

支払期日から５年以内に徴収されなかった分配金については、その受領権は消滅

し、ファンドに帰属する。 
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(ロ)分配の推移 

ユーロ・ポートフォリオ 

ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セントに維持するために必要

な額の分配を日々宣言している。毎月の 終営業日に、当該 終営業日の直前の日

までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。 

直近10会計年度における分配の推移は次のとおりである。 

 

 分配金 

第12会計年度 
(自2003年１月１日 至2003年12月31日)

１口当たり 0.000179636ユーロ(0.021687454円) 

第13会計年度 
(自2004年１月１日 至2004年12月31日)

１口当たり 0.000146840ユーロ(0.017727993円) 

第14会計年度 
(自2005年１月１日 至2005年12月31日)

１口当たり 0.000142858ユーロ(0.017247246円) 

第15会計年度 
(自2006年１月１日 至2006年12月31日)

１口当たり 0.000212772ユーロ(0.025687964円) 

第16会計年度 
(自2007年１月１日 至2007年12月31日)

１口当たり 0.000325405ユーロ(0.039286146円) 

第17会計年度 
(自2008年１月１日 至2008年12月31日)

１口当たり 0.000334557ユーロ(0.040391067円) 

第18会計年度 
(自2009年１月１日 至2009年12月31日)

１口当たり 0.000055442ユーロ(0.006693513円) 

第19会計年度 
(自2010年１月１日 至2010年12月31日)

１口当たり 0.000026977ユーロ(0.003256933円) 

第20会計年度 
(自2011年１月１日 至2011年12月31日)

１口当たり 0.000056368ユーロ(0.006805309円) 

第21会計年度 
(自2012年１月１日 至2012年12月６日)

１口当たり 0.000013149ユーロ(0.001587479円) 

(注) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外

貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 
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③ 収益率の推移 

ユーロ・ポートフォリオ 

直近10会計年度における収益率の推移は次のとおりである。 

 

 収益率(注) 

第12会計年度 
(自2003年１月１日 至2003年12月31日) 

1.796％ 

第13会計年度 
(自2004年１月１日 至2004年12月31日) 

1.468％ 

第14会計年度 
(自2005年１月１日 至2005年12月31日) 

1.429％ 

第15会計年度 
(自2006年１月１日 至2006年12月31日) 

2.128％ 

第16会計年度 
(自2007年１月１日 至2007年12月31日) 

3.254％ 

第17会計年度 
(自2008年１月１日 至2008年12月31日) 

3.346％ 

第18会計年度 
(自2009年１月１日 至2009年12月31日) 

0.554％ 

第19会計年度 
(自2010年１月１日 至2010年12月31日) 

0.270％ 

第20会計年度 
(自2011年１月１日 至2011年12月31日) 

0.564％ 

第21会計年度 
(自2012年１月１日 至2012年12月６日) 

0.131％ 

(注) 収益率(％)＝100×(a-b)／b 

a＝会計年度末の１口当たり純資産価格(分配付の額) 

b＝当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格(分配落の額) 
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ユーロ・ポートフォリオ 

直近10会計年度における販売および買戻しの実績ならびに当該年度末現在の発行済

口数は次のとおりである。 

 

 販売口数 買戻口数 発行済口数 

第12会計年度 
(自2003年１月１日 至2003年12月31日)

17,869,544,035 
(17,869,544,035)

22,868,607,205 
(22,868,607,205)

14,227,013,615 
(14,227,013,615) 

第13会計年度 
(自2004年１月１日 至2004年12月31日)

11,367,293,662 
(11,367,293,662)

10,652,376,230 
(10,652,376,230)

14,941,931,047 
(14,941,931,047) 

第14会計年度 
(自2005年１月１日 至2005年12月31日)

13,764,889,390 
(13,764,889,390)

14,131,730,207 
(14,131,730,207)

14,575,090,230 
(14,575,090,230) 

第15会計年度 
(自2006年１月１日 至2006年12月31日)

11,491,469,776 
(11,491,469,776)

10,844,805,421 
(10,844,805,421)

15,221,754,585 
(15,221,754,585) 

第16会計年度 
(自2007年１月１日 至2007年12月31日)

20,639,171,962 
(20,639,171,962)

15,214,502,830 
(15,214,502,830)

20,646,423,717 
(20,646,423,717) 

第17会計年度 
(自2008年１月１日 至2008年12月31日)

22,608,849,845 
(22,608,849,845)

16,277,802,087 
(16,277,802,087)

26,977,471,475 
(26,977,471,475) 

第18会計年度 
(自2009年１月１日 至2009年12月31日)

12,098,527,056 
(12,098,527,056)

13,957,261,821 
(13,957,261,821)

25,118,736,710 
(25,118,736,710) 

第19会計年度 
(自2010年１月１日 至2010年12月31日)

19,235,115,587 
(19,235,115,587)

13,291,054,593 
(13,291,054,593)

31,062,797,704 
(31,062,797,704) 

第20会計年度 
(自2011年１月１日 至2011年12月31日)

15,850,359,812 
(15,845,352,327)

17,604,966,517 
(17,604,966,517)

29,308,190,999 
(29,303,183,514) 

第21会計年度 
(自2012年１月１日 至2012年12月６日)

9,585,490,216 
(9,585,484,501)

24,720,124,480 
(24,715,111,280)

14,173,556,735 
(14,173,556,735) 

(注１) ( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数である。 

(注２) 上記口数は約定日ベースの数値であり、財務書類中の数値は受渡日ベースのものであるた

め、両数値が相違する場合がある。 
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(4) ファンドの現況 

純資産額計算書 

ユーロ・ポートフォリオ 

(2012年12月６日現在) 

 ユーロ(Ⅳを除く。) 千円(Ⅳ、Ⅴを除く。) 

Ⅰ 資産総額 141,776,065.54 17,116,624 

Ⅱ 負債総額 40,498.19 4,889 

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 141,735,567.35 17,111,735 

Ⅳ 発行済口数 14,173,556,735口 

Ⅴ １口当たり純資産価格(Ⅲ／Ⅳ) 0.01 1円 

 



Ⅱ ファンドの経理状況 

 

ａ ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオの2012年１月１

日から2012年12月６日（償還日）までの期間の日本文の財務書類は、「特定有価証券の

内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に

関する規則」第129条第５項ただし書の規定を適用して作成された監査済財務書類の原

文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。 

  

ｂ ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオの原文の財務書

類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規

定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエ

テ・コーペラティブ（旧プライスウォーターハウスクーパース・エス・エー・アール・

エル）から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当す

ると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類

に添付されている。 

  

ｃ ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ユーロ・ポートフォリオの原文の財務書

類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には円換算額が併記されている。日

本円による金額は、平成25年３月29日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客

電信売買相場の仲値（１ユーロ＝120.73円）で換算されている。なお、千円未満の金額

は四捨五入されている。 
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監査人の報告書 
 

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・ポートフォリオ（償還）の受益者各

位 

 

我々は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・ポートフォリオ（償還）

（以下「当サブ・ファンド」という。）の2012年12月６日（償還日）現在の純資産計算書

ならびに2012年１月１日から2012年12月６日までの期間の運用計算書および純資産変動計

算書、ならびに重要な会計方針および財務書類に対する注記で構成される財務書類につい

て監査を実施した。 

 

管理会社の取締役会の財務書類に対する責任 
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関連するルクセンブルグの法律および規制の

要求に準拠して本財務書類を作成することおよび公正に表示すること、ならびに不正また

は誤謬による重大な虚偽記載がない財務書類の作成のために必要であると管理会社の取締

役会が判断する内部統制に責任を負う。 

 

公認の監査人の責任 
我々の責任は、我々の監査に基づいて、本財務書類に対する意見を表明することである。

我々は、金融監督委員会がルクセンブルグに採用した国際監査基準に準拠して監査を実施

した。これらの基準は、我々が倫理義務を遵守し、財務書類に重大な虚偽記載がないか否

かについての合理的な確証を得るための監査を計画し実施することを我々に要求する。 
監査は、財務書類中の金額および開示事項を裏付ける監査証拠を入手するための手続の

実施を含んでいる。当該手続は、不正または誤謬による財務書類における重要な虚偽記載

のリスク評価を含む監査人の判断によって選定される。公認の監査人は当該リスク評価を

行うにあたって、事業体の財務書類の作成および公正な表示に関連する内部統制について

検討する。これは、状況に適した監査手続を設計するためであって、事業体の内部統制の

有効性に意見を表明するためではない。監査はまた、管理会社の取締役会により採用され

た会計方針の適正性および会計見積りの合理性の評価とともに、財務書類の全体的な表示

に関する評価も含んでいる。 
我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見表明のための基礎を提供するに十

分かつ適切であると確信している。 
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意見 
我々は、本財務書類は、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して、当サブ・

ファンドの2012年12月６日（償還日）現在の財政状態ならびに2012年１月１日から2012年

12月６日までの期間の運用実績および純資産額の変動を、真実かつ公正に表示しているも

のと認める。 

 

強調事項 
2012年10月５日に行われた管理会社の取締役会において、2012年12月６日付で当サブ・

ファンドを償還する決議がなされたことを記載している財務書類の注記１に対し、我々は

注意を喚起する。したがって、財務書類に対する注記１に記載されているとおり、当サ

ブ・ファンドの2012年12月６日（償還日）に終了した期間の財務書類は、清算会計基準に

基づいて作成されている。当該事項は、我々の意見を限定するものではない。 

 
その他の事項 
我々は本報告書に含まれる補足情報について、検討を加えているが、上記基準に準拠し

て実施された特定の監査手続きの対象とはなっていない。したがって、当該情報に対し

我々は意見を表明しない。然しながら当該補足情報について、財務書類全体との関連では

特に問題となるべき事項はないと我々は考えている。 

 
プライスウォーターハウスクーパース・ 

ソシエテ・コーペラティブ 
ルクセンブルグ、2013年６月17日

代表者 

 
ローラン・マークス 
 

 

 

 

(財務書類については、原文（英語版）のみが独立監査人によって監査されている。関係

する監査報告書が言及しているのは、原文（英語版）のみである。財務書類の原文（英語

版）の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたものであり、独立監査人に

より検討または検証されていない。監査報告書および／または財務書類の原文（英語版）

と日本文の間に相違があった場合には、原文（英語版）が優先される｡） 
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pwc 

Audit Report 

To the Unitholders of 
NIKKO MONEY MARKET FUND — Euro Portfolio (in liquidation) 

1 We have audited the accompanying financial statements of NIKKO MONEY MARKET FUND — Euro Portfolio
(in liquidation) (the "Sub-Fund"), which comprise the statement of net assets as at December 6, 2012

I (liquidation date) and the statement of operations and changes in net assets for the period from
January 1, 2012 to December 6, 2012, and a summary of significant accounting policies and other 
explanatory notes to the financial statements. F

Responsibility of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements 

The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory 
requirements relating to the preparation of the financial statements and for such internal control as the 
Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation of 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Responsibility of the "Réviseur d'entreprises agréé" 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the 
"Commission de Surveillance du Secteur Financier". Those standards require that we comply with ethical 
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the judgment of the "Réviseur d'entreprises 
agréé", including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether 
due to fraud or error. In making those risk assessments, the "Réviseur d'entreprises agréé" considers 
internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in 
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating 
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 
the Board of Directors of the Management Company, as well as evaluating the overall presentation of the 
financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our audit opinion. 

PiricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 4 00 Route d'Esch, B.F. 1443, L-1014 Luxembourg 
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900 , www.pwc.lu 

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) 
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518
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IMO 

pwc 

Opinion 

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Sub-Fund 

as of December 6, 2012 (liquidation date) and of the results of its operations and changes in its net assets 

for the period from January 1, 2012 to December 6, 2012 in accordance with Luxembourg legal and 
regulatory requirements relating to the preparation of the financial statements. 

Emphasis of Matter 

We draw attention to note 1 to the financial statements which indicates that the meeting of the Board of 
Directors of the Management Company, held on October 5, 2012, decided the termination of the Sub-Fund 

and to put it into liquidation on December 6, 2012. Therefore, as indicated in the note 2 to the financial 
statements, the financial statements of the Sub-Fund for the period ended December 6, 2012 (liquidation 
date) have been prepared on a liquidation basis of accounting. Our opinion is not qualified in respect of 
this matter. 

Other matters 

Supplementary information included in the report has been reviewed in the context of our mandate but 
has not been subject to specific audit procedures carried out in accordance with the standards described 
above. Consequently, we express no opinion on such information. However, we have no observation to 
make concerning such information in the context of the financial statements taken as a whole. 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative	 Luxembourg, June 17, 2013 
Represented by 

Laurent Marx
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 財務諸表 

（１）貸借対照表 

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド 

契約型投資信託 

純資産計算書 

2012年12月６日（償還日）現在 
 

  ユーロ・ポートフォリオ 

 注 ユーロ  千円 

資産     

現金および預金  141,763,959 17,115,163 

その他の資産  12,106 1,462 

資産合計  141,776,065 17,116,624 

     

負債     

未払弁護士報酬  10,664  1,287 

未払監査報酬  4,660  563 

未払代行協会員報酬 5 1,554  188 

未払公告費  1,405  170 

未払投資顧問報酬 4 1,089  131 

未払管理事務代行報酬 7 234  28 

未払保管報酬 6 155  19 

未払管理報酬 3 78  9 

その他の未払金  20,659  2,494 

負債合計  40,498  4,889 

     

純資産額  141,735,567  17,111,735 

     

発行済受益証券口数  14,173,556,735口   

１口当たり純資産価格  0.01  1.21円

 

添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
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（２）損益計算書 

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド 

契約型投資信託 

運用計算書および純資産変動計算書 

2012年12月６日（償還日）に終了した期間 
 

  ユーロ・ポートフォリオ 

 注 ユーロ  千円 

収益    

投資有価証券受取利息 2.5 713,030  86,084

預金利息 2.5 38,000  4,588

その他の収益  15,096  1,823

収益合計  766,126  92,494

    

費用    

代行協会員報酬 5 115,492  13,943

投資顧問報酬 4 80,853  9,761

公告費  23,928  2,889

年次税 8 20,076  2,424

管理事務代行報酬 7 17,323  2,091

保管報酬 6 11,558  1,395

弁護士報酬  6,786  819

管理報酬 3 5,780  698

専門家報酬  43  5

その他費用  5,591  675

費用合計  287,430  34,701

投資純利益  478,696  57,793

投資有価証券売却にかかる実現純利益  1,299  157

当期実現純利益  479,995  57,950

投資有価証券未実現評価損の純変動  (139,024)  (16,784)

運用の結果による純資産の純増加  340,971  41,165

    

資本の変動    

受益証券発行  95,854,902  11,572,562

受益証券買戻し  (247,201,245)  (29,844,606)

資本の純変動  (151,346,343)  (18,272,044)

分配金 9 (340,971)  (41,165)

期首現在純資産  293,081,910  35,383,779

期末現在純資産  141,735,567  17,111,735

 

添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。 
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド 

契約型投資信託 

統計情報 

 
 

  
ユーロ・ 

ポートフォリオ 

   

期末現在発行済受益証券口数：   

2010年12月31日  31,062,797,704 

2011年12月31日  29,308,190,999 

   

当期発行口数  9,585,490,216 

当期買戻し口数  (24,720,124,480)

   

2012年12月６日  14,173,556,735 

   

   

  ユーロ 

   

期末現在純資産額：   

2010年12月31日  310,627,977 

2011年12月31日  293,081,910 

2012年12月６日  141,735,567 

   

期末現在１口当たり純資産価格：   

2010年12月31日  0.01 

2011年12月31日  0.01 

2012年12月６日  0.01 
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド 

契約型投資信託 

財務書類に対する注記 

2012年12月６日（償還日）現在 
  
注1. 事業活動 
契約型傘型投資信託として組織されたニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（以下

「ファンド」という。）は、存続期間無期限の、有価証券およびその他の資産を共有する
共有持分型投資信託である。ファンドは、管理会社と保管受託銀行の間の相互の合意によ
り、またはルクセンブルグ法に定められた事情により、いつでも解散することができる。 
ファンドは、ルクセンブルグ大公国の2010年12月17日法パートIIに基づいて組織されて

いる。 
各サブ・ファンドの資産は、それぞれの投資方針および投資目的に従い別々に投資され

る。 
各サブ・ファンドの目的は、質の高い金融市場証券に投資することにより、元本を維持

し流動性を保ちながら、市場金利に沿った安定的な収益率を目指すことである。 
管理会社は、2012年10月５日、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドのサブ・ファ

ンドであるユーロ・ポートフォリオ（以下「当サブ・ファンド」という。）を2012年12月
６日付（償還日）で償還することを決定した。2012年12月７日にすべての償還金は受益者
に支払われた。 
2012年12月６日現在、５つのサブ・ファンドが運用されている。 
・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド－USドル・ポートフォリオ 
（以下「USドル・ポートフォリオ」という） 

・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド－ユーロ・ポートフォリオ 
（以下「ユーロ・ポートフォリオ」という） 

・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド－オーストラリア・ドル・ポートフォリ
オ 
（以下「オーストラリア・ドル・ポートフォリオ」という） 

・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド－カナダ・ドル・ポートフォリオ 
（以下「カナダ・ドル・ポートフォリオ」という） 

・ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド－ニュージーランド・ドル・ポートフォ
リオ 
（以下「ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ」という） 

  
注2. 重要な会計方針 
2.1）財務書類の表示 

本財務書類は、ルクセンブルグの契約型投資信託に関する規制に従って作成されてい
る。注記１において詳述されているとおり、管理会社は、2012年10月５日、当サブ・フ
ァンドを2012年12月６日（償還日）に償還することを決定した。したがって、本財務書
類は、清算会計基準に基づいて作成されている。 

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドのサブ・ファンドであるユーロ・ポート
フォリオ（償還）に関する財務書類およびすべてのサブ・ファンドに関する2012年12月
31日終了年度の財務書類は、管理会社の登記上の事務所において入手可能である。 
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2.2）投資有価証券 
当サブ・ファンドの債券、債務証券および短期金融商品は、償却原価に基づき評価さ

れる。この評価方法は、投資有価証券を取得原価で評価し、以後有価証券の市場価格に
与える金利変動の影響にかかわりなく、割引またはプレミアムを満期まで均等額で償却
することを前提としている。割引またはプレミアムの償却額は、運用計算書および純資
産変動計算書上「投資有価証券未実現評価益／損の純変動」に含まれている。満期時に、
実現純利益は「投資有価証券受取利息」に計上される。 

 
2.3）外貨換算 

サブ・ファンドの通貨以外の通貨で表示されている資産および負債は、期末日現在の
実勢為替レートで換算される。組入証券の時価評価にあたって発生する未実現為替差損
益は、「投資有価証券未実現評価益／損の純変動」に含まれている。その他の為替差損
益は、直接的に、運用計算書および純資産変動計算書上に計上される。外貨建の取引は、
取引日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。外貨取引にかかる
損益は、当期の損益を決定する際に運用計算書および純資産変動計算書上で認識される。 

 
2.4）設立費 

設立費は、全額償却される。 
  
2.5）収益 

受取利息は日々発生する。 
  

注記３から７で詳述されている以下の報酬において、「グロス・イールド（その他費
用控除後）」とは、当サブ・ファンドの総利回り（グロス・イールド）より、当サブ・
ファンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却率を控除し、管理会社により日々算
出される料率をいう。また、「グロス・インカム（その他費用控除後）」とは、（ⅰ）
当サブ・ファンドの総利益（有価証券の売買損益を含む。）より、（ⅱ）当サブ・ファ
ンドの関係法人の報酬以外の費用の日々の償却額を控除し、管理会社により日々算出さ
れる金額をいう。 

  
注3. 管理報酬 

管理会社は、当サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報
酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率
１％未満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の１％である。
日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％以上の場合、管理報酬
は、関連する四半期中の当サブ・ファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.01％とす
る。 
  
注4. 投資顧問報酬 
投資顧問会社は、当サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算され

る報酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が
年率１％未満の場合、投資顧問報酬は、（ａ）グロス・インカム（その他費用控除後）の
14％および（ｂ）グロス・イールド（その他費用控除後）に100を乗じ以下に記載された
料率を乗じた金額の低い方の額である。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控
除後）が年率１％以上の場合、投資顧問報酬の総額は、関連する四半期中の当サブ・ファ
ンドの日々の平均純資産総額に基づいて、以下のように計算される。 
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ユーロ・ポートフォリオ（2012年１月１日から2012年12月６日（償還日）までの期間） 
  

純資産総額 年率

 －2億ユーロ以下の部分 0.15%

 －2億ユーロ超5億ユーロ以下の部分 0.125%

 －5億ユーロ超20億ユーロ以下の部分 0.10%

 －20億ユーロ超の部分 0.09%
  
注5. 代行協会員報酬 

代行協会員は、当サブ・ファンドの資産から、各四半期末毎に、以下のように計算され
る報酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が
年率１％未満の場合、代行協会員報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の
20％である。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％から
1.5％の間の場合、代行協会員報酬は、関連する四半期中の当サブ・ファンドの日々の平
均純資産総額の年率0.2％であり、日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除
後）が年率1.5％以上の場合、代行協会員報酬は、関連する四半期中の当サブ・ファンド
資産の日々の平均純資産総額の年率0.50％とする。日本における販売会社は代行協会員に
支払われる報酬から報酬を受け取る。代行協会員が負担したすべての合理的な実費は、当
サブ・ファンドが負担する。 

 
注6. 保管報酬 

保管受託銀行は、当サブ・ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算され
る報酬を受領する（後払い）。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が
年率１％未満の場合、保管報酬は、当該グロス・インカム（その他費用控除後）の２％で
ある。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％から1.5％の間
の場合、保管報酬は、関連する四半期中の当サブ・ファンドの日々の平均純資産総額の年
率0.02％であり、グロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.5％以上の場合、保管
報酬は、関連する四半期中の当サブ・ファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.04％
とする。保管受託銀行が負担した電話、電報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費、
ならびに当サブ・ファンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の保管料は、
当サブ・ファンドが負担する。 
  
注7. 管理事務代行報酬 

管理事務、所在地事務および登録・名義書換事務代行会社は、当サブ・ファンドの資産
から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する（後払い）。日々算出され
るグロス・イールド（その他費用控除後）が年率１％未満の場合、管理事務、所在地事務
および登録・名義書換事務代行会社に対する報酬は、当該グロス・インカム（その他費用
控除後）の３％である。日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率
１％から1.5％の間の場合、管理事務、所在地事務および登録・名義書換事務代行会社に
対する報酬は、関連する四半期中の当サブ・ファンドの日々の平均純資産総額の年率
0.03％であり、日々算出されるグロス・イールド（その他費用控除後）が年率1.5％以上
の場合、関連する四半期中の当サブ・ファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.06％
とする。管理事務、所在地事務および登録・名義書換事務代行会社が負担した、電話、電
報、郵便費用等を含むすべての合理的な実費は、当サブ・ファンドが負担する。 
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注8. 税制 
当サブ・ファンドは税金に関し、ルクセンブルグの法律に準拠している。ルクセンブル

グにおける現行法規のもとでは、ファンドの純資産額に対し年率0.01%の資本税（「年次
税」）が課せられており、四半期毎に計算され支払われる。 
現行法のもとでは、当サブ・ファンドもその受益者もルクセンブルグにおいて所得税ま

たはキャピタル・ゲイン税も課せられず、源泉税または相続税も課せられない。当サブ・
ファンドは、ファンドのポートフォリオにおける投資有価証券から生じた収益から、当該
国における源泉税控除後の収益を回収している。 
  
注9. 分配方針 
管理会社の目的は、当サブ・ファンドの１口当たり純資産価格を、0.01ユーロに維持す

ることである。 
分配宣言済の未払分配金は、受益証券の買戻し時に買戻し代金とともに支払われる。 
さらに、当サブ・ファンドの毎月の 終営業日に、当該 終営業日の前日までに分配宣

言済の未払分配金はすべて、当該 終営業日の前日に当サブ・ファンドの１口当たり純資
産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行される。 
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Ⅲ ファンドの投資信託財産運用総括表 

 

信 託 期 間 
投資信託当初払込日 1998年８月３日(注) 投資信託契約終了時の状況 

投資信託契約終了日 2012年12月６日 資 産 総 額 141,776,065.54ユーロ 

区 分 投資信託当初払込時 投資信託契約終了時 差引増減 
負 債 総 額 40,498.19ユーロ 

純 資 産 総 額 141,735,567.35ユーロ 

受益権口数 597,982,950口(注) 14,173,556,735口 13,575,573,785口 受 益 権 口 数 14,173,556,735口 

元 本 額 5,980,170.82ユーロ(注) 141,735,567.35ユーロ 135,755,396.53ユーロ １口当たり償還金 0.01ユーロ 

直近10会計年度の状況 

計算期 
期首純資産総額 
（ユーロ） 

期末純資産総額 
（ユーロ） 

１口当たり 
純資産価格 
（ユーロ） 

１口当たり分配金 

金   額 
（ユーロ） 

分 配 率 
（％） 

第十二期 192,299,098.67 142,276,408.14 0.01 0.000179636 1.796 

第十三期 142,276,408.14 149,425,257.51 0.01 0.000146840 1.468 

第十四期 149,425,257.51 145,757,114.79 0.01 0.000142858 1.429 

第十五期 145,757,114.79 152,229,401.94 0.01 0.000212772 2.128 

第十六期 152,229,401.94 214,714,922.36 0.01 0.000325405 3.254 

第十七期 214,714,922.36 269,069,713.66 0.01 0.000334557 3.346 

第十八期 269,069,713.66 251,164,180.36 0.01 0.000055442 0.554 

第十九期 251,164,180.36 307,705,143.79 0.01 0.000026977 0.270 

第二十期 307,705,143.79 293,099,202.05 0.01 0.000056368 0.564 

第二十一期 293,099,202.05 141,735,567.35 0.01 0.000013149 0.131 

(注) マネー・マーケット・ファンド（ドイツ・マルク）からの移行時。 

 


