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©株式会社山幸＆結喜たろう   『口座履歴報告書』（以下レポート） このレポートは、投資勧誘を目的としたものではありま

せん。このレポートの情報を用いて投資を行った結果については、株式会社 山幸および結喜たろうは一切の責任を負いませ

ん。このレポートは信頼できる情報をもとに作成していますが、その正確性を保証するものではありません。このレポートの一

切の権利は、株式会社 山幸および結喜たろうが所有しています。いかなる方法であるかを問わず、株式会社 山幸および結

喜たろうに無断でこのレポートの全体または一部の複製、転送、配布を行わないでください。 

 

■． この「口座履歴報告書」資料について 

 

2011 年 10 月 24 日から 2012 年 12 月 12 日までの口座履歴報告書になります。 

これは、幾つか保有している口座の中の１つ、GFT 系のものです。もともと短期売買用に使っていたのです

が、途中（2011 年 10 月 24 日）から「金利貯蓄型運用」に切り替え、米国 GFT 閉鎖による口座廃止までの記録

を載せました。 

 

私の場合、通常、幾つかの口座を使用しているときは、資金の移動による出し入れを行っているので、取引

業者の口座履歴が連続した運用記録とはなりにくいので、100 万円当たりで単利運用した場合に換算して運用

記録をブログなどに載せています。 

 

しかし、ここで公開する口座履歴は、運用のベンチマーク的な役割を担わせていたので、運用資金は大きく

ありませんが、2011 年 10 月 24 日以降、比較的に長い間（１年 2 ヶ月）資金移動を行わずに維持しました。 

そこで、何らかの参考になれば、と思い公開することにしました。 

 

この手法は、通常の売買記録と違い、保有中の含み益を記録しているために、正確に言えば、確定した利

益ではありません。ただ、具体的な金額で示される資産変動の様子は、色々と参考になるかも知れません。 

 

GFT はロールオーバー方式を採用しているため、細かい間隔で数値が履歴に残ります。数字改変などを行

おうとすると、辻褄合わせのため、非常にややこしいことになることから、記録に不正をするのは困難だと思わ

れます。それも公開に適しているように思います。 

 

■ 運用記録 ■  ※ 初に日付の金額と 終証拠金の表示です 

 

2011 年 10 月 24 日  834,127.93 円 

      ↓ 

2012 年 12 月 12 日  987,451.27 円 

 

期間 ： 約１年２ヶ月  

利益 ： +153,323.34 円 

年利（年率換算）： 約 12.8％ 

 

※ 個人情報のため、口座番号などは伏せさせて頂いています。 

 

結喜たろう 
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