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Ⅰ ファンドの運用状況 

 

１.平成25年11月期の運用状況（平成24年11月15日～平成25年11月14日） 

(1）資産内訳  （百万円未満切捨て）

 
主要投資資産 

現金・預金・その他の資産 
（負債控除後） 

合計（純資産） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成25年11月期 300 (99.1) 2 (0.9) 303 (100.0)

平成24年11月期 290 (98.8) 3 (1.2) 294 (100.0)

 

(2）設定・解約実績    （千口未満切捨て）

 
前計算期間末 

発行済口数（①） 
設定口数（②） 解約口数（③） 

当計算期間末 
発行済口数 
（①+②-③） 

 千口 千口 千口 千口

平成25年11月期 4 2 ― 6

平成24年11月期 ― 4 ― 4

 

(3）基準価額 

 
総資産 
（①） 

負債 
（②） 

純資産 
（③（①－②))

1口当たり基準価額 
（（③/当計算期間末発行済口数）×1）

 百万円 百万円 百万円 円

平成25年11月期 304 0 303 44,034

平成24年11月期 294 0 294 60,046

 

(4）分配金 

 1口当たり分配金 

 円

平成25年11月期 0

平成24年11月期 0

 

２.会計方針の変更 

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  有・無 

②①以外の会計方針の変更         有・無 
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Ⅱ 財務諸表等 

国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数 

 

(1）【貸借対照表】 

区分 

第1期計算期間末 
(平成24年11月14日現在) 

第2期計算期間末 
(平成25年11月14日現在) 

金額（円） 金額（円） 

資産の部   

流動資産   

預金 277,673 233,751 

コール・ローン 3,870,570 3,167,010 

社債券 290,699,134 300,947,385 

未収利息 5 2 

流動資産合計 294,847,382 304,348,148 

資産合計 294,847,382 304,348,148 

負債の部   

流動負債   

未払受託者報酬 85,160 70,795 

未払委託者報酬 527,941 438,881 

その他未払費用 6,757 5,601 

流動負債合計 619,858 515,277 

負債合計 619,858 515,277 

純資産の部   

元本等   

元本 641,919,600 903,927,600 

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） △347,692,076 △600,094,729 

元本等合計 294,227,524 303,832,871 

純資産合計 294,227,524 303,832,871 

負債純資産合計 294,847,382 304,348,148 
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(2）【損益及び剰余金計算書】 

区分 

第1期計算期間 
自 平成23年11月29日 
至 平成24年11月14日 

第2期計算期間 
自 平成24年11月15日 
至 平成25年11月14日 

金額（円） 金額（円） 

営業収益   

受取利息 3,900 1,179 

有価証券売買等損益 △285,494,449 △154,717,565 

為替差損益 10,195,729 73,132,838 

その他収益 ― 62,746 

営業収益合計 △275,294,820 △81,520,802 

営業費用   

受託者報酬 183,229 138,584 

委託者報酬 1,135,900 859,044 

その他費用 103,127 160,223 

営業費用合計 1,422,256 1,157,851 

営業利益又は営業損失（△） △276,717,076 △82,678,653 

経常利益又は経常損失（△） △276,717,076 △82,678,653 

当期純利益又は当期純損失（△） △276,717,076 △82,678,653 

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
（△） 

― ― 

期首剰余金又は期首欠損金（△） ― △347,692,076 

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 70,975,000 169,724,000 

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠
損金増加額 

70,975,000 169,724,000 

分配金 ― ― 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △347,692,076 △600,094,729 

 



国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数（1561）平成25年11月期 決算短信 

 

－  － 

 

4

(3）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
第2期計算期間 

自 平成24年11月15日 
至 平成25年11月14日 

1．運用資産の評価基

準及び評価方法 

社債券 

 原則として時価で評価しております。 

  時価評価に当っては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま

す。 

2．外貨建資産・負債

の本邦通貨への換

算基準 

 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国にお

ける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3．費用・収益の計上

基準 

有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 

 約定日基準で計上しております。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

第1期計算期間末 
(平成24年11月14日現在) 

第2期計算期間末 
(平成25年11月14日現在) 

1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数 

 4,900口 6,900口

2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10
号に規定する額 

2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10
号に規定する額 

  元本の欠損 347,692,076円 元本の欠損 600,094,729円

3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資
産の額 

3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資
産の額 

 1口当たりの純資産額 60,046円 1口当たりの純資産額 44,034円

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第1期計算期間 
自 平成23年11月29日 
至 平成24年11月14日 

第2期計算期間 
自 平成24年11月15日 
至 平成25年11月14日 

分配金の計算過程 分配金の計算過程 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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（金融商品に関する注記） 

第1期計算期間 
自 平成23年11月29日 
至 平成24年11月14日 

第2期計算期間 
自 平成24年11月15日 
至 平成25年11月14日 

１．金融商品の状況に関する事項 １．金融商品の状況に関する事項 

(1）金融商品に対する取組方針 
 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関
する法律第2条第4項に定める証券投資信託で
あり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」(に基づいて定められた投資ガイドライン
及び運用計画）に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的と
しております。 

(1）金融商品に対する取組方針 
同左 

(2）金融商品の内容およびその金融商品に係るリ
スク 
 当ファンドが保有する金融商品の種類は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する
有価証券の詳細は「(その他の注記)２有価証
券関係」に記載しております。これらは、価
格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒
されております。また、当ファンドは、信託
財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
とを目的として、為替予約取引を行っており
ます。当該デリバティブ取引は、市場価格の
変動に係るリスクを有しております。 

(2）金融商品の内容およびその金融商品に係るリ
スク 

同左 

(3）金融商品に係るリスク管理体制 
 委託会社においては、運用部門から独立し
た部門が、信託財産の運用に係る法令、信託
約款等の遵守状況や、「(2）金融商品の内容
およびその金融商品に係るリスク」に記載し
たリスクについてのモニタリングを行い、そ
の結果に基づき経営陣・運用部門その他関連
部署へ報告を行っております。 

(3）金融商品に係るリスク管理体制 
同左 

 ①市場リスクの管理 
 市場リスクに関しては、ファンドの運用方
針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを
把握・分析することにより、リスク管理を
行っております。 

 ①市場リスクの管理 
同左 

 ②信用リスクの管理 
 信用リスクに関しては、クレジット市場の
動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等
をモニタリングすることにより、リスク管理
を行っております。 

 ②信用リスクの管理 
同左 

 ③流動性リスクの管理 
 流動性リスクに関しては、市場規模及び商
品流動性の状況等について、把握・分析する
ことにより、リスク管理を行っております。

 ③流動性リスクの管理 
同左 
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(4）金融商品の時価等に関する事項についての補
足説明 
 金融商品の時価には、市場価格に基づく価
額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補
足説明 

同左 

２．金融商品の時価等に関する事項 ２．金融商品の時価等に関する事項 

(1）貸借対照表計上額、時価及びその差額 
 貸借対照表上の金融商品は、原則としてす
べて時価評価されているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 

(1）貸借対照表計上額、時価及びその差額 
同左 

(2）時価の算定方法 (2）時価の算定方法 

 ①社債券 
 「（重要な会計方針に係る事項に関する注
記）」に記載しております。 

 ①社債券 
同左 

 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 
 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、当
該帳簿価額を時価としております。 

 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 
同左 
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（関連当事者との取引に関する注記） 

第1期計算期間 
自 平成23年11月29日 
至 平成24年11月14日 

第2期計算期間 
自 平成24年11月15日 
至 平成25年11月14日 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

（その他の注記） 

１元本の増減 

第1期計算期間末 
(平成24年11月14日現在) 

第2期計算期間末 
(平成25年11月14日現在) 

期首元本額 379,911,600円 期首元本額 641,919,600円

期中追加設定元本額 262,008,000円 期中追加設定元本額 262,008,000円

期中一部解約元本額 ―円 期中一部解約元本額 ―円

 

２有価証券関係 

 第1期計算期間末 
(平成24年11月14日現在) 

第2期計算期間末 
(平成25年11月14日現在) 

 売買目的有価証券 売買目的有価証券 
 

種類 
当計算期間の損益に含

まれた評価差額(円) 
種類 

当計算期間の損益に含

まれた評価差額(円) 
 社債券 △285,494,449 社債券 △154,717,565
 合計 △285,494,449 合計 △154,717,565

 

３デリバティブ取引関係 

第1期計算期間末 
(平成24年11月14日現在) 

第2期計算期間末 
(平成25年11月14日現在) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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(4）【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表 

① 株式 

 該当事項はありません。 

 

② 株式以外の有価証券 

    平成25年11月14日現在 

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

社債券 アメリカ・ド

ル 
VIX MID BARC2111 NOTE 11,525,000 3,030,383.50  

 小計 11,525,000 3,030,383.50

(300,947,385)
 

 銘柄数 1  

 組入時価比率 99.1％ 100.0％  

社債券合計 
300,947,385

(300,947,385)
 

合計 
300,947,385

(300,947,385)
 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率でありま

す。 

 

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 

 


