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Ⅰ　ファンドの運用状況

１．平成25年1月中間期の運用状況（平成24年7月9日～平成25年1月8日）

（１）資産内訳 （百万円未満切捨て）

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1月中間期
平成24年7月期

（２）設定・交換実績

千口 千口 千口 千口
平成25年1月中間期
平成24年7月期

（３）基準価額

百万円 百万円 百万円 円
平成25年1月中間期
平成24年7月期

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

② ①以外の会計方針の変更 ： 有 ・ 無

848 788 11,260

788 (100.0)

管 理 会 社

代 表 者

(0.7) (100.0)1,053

１０口当たり基準価額
（ （③／当計算期間末発行済口数）×１０）

前計算期間末
発行済口数

（①）

1,102

700      

連 動 対 象 指 標

700      -         

1,045 7(99.3)

主 要 投 資 資 産

設定口数
（②）

783 (99.4)

平成25年7月期　中間決算短信（平成24年7月9日～平成25年1月8日）

平成25年2月15日

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）

問 合 せ 先 責 任 者

平成25年4月8日

フ ァ ン ド 名

U R L

コ ー ド 番 号

-         700

15,040

-         700

2,155

交換口数
（③）

1,053

-         

4 (0.6)

当計算期間末
発行済口数（ ①+②-③ ）

1,636

半期報告書提出日

総資産（①） 負債（②）
純資産（③）

（①-②）
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Ⅱ【中間財務諸表等】 
ＪＡＳＤＡＱ－ＴＯＰ２０上場投信 

(1)【中間貸借対照表】 

  （単位：円）

  第2期 
（平成24年7月8日現在） 

当中間計算期間末 
（平成25年1月8日現在） 

区分 注記 
番号 金額 金額 

資産の部    

流動資産    

 コール・ローン  851,537,023 1,107,823,643 

 株式 ※3 783,545,000 1,045,345,000 

 未収配当金  787,500 1,575,000 

 未収利息  3,516 1,521 

 その他未収収益  314,401 424,881 

流動資産合計  1,636,187,440 2,155,170,045 

資産合計  1,636,187,440 2,155,170,045 

負債の部    

流動負債    

未払収益分配金  9,310,000 - 

未払受託者報酬  382,248 402,079 

未払委託者報酬  2,609,601 2,731,515 

未払利息  41,326 55,727 

受入担保金  835,000,000 1,098,000,000 

その他未払費用  823,149 855,562 

流動負債合計  848,166,324 1,102,044,883 

負債合計  848,166,324 1,102,044,883 

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 
※2 1,127,000,000 1,127,000,000 

剰余金    

中間剰余金又は中間欠損金（△） ※4 △338,978,884 △73,874,838 

（分配準備積立金）  99,565 96,857 

元本等合計  788,021,116 1,053,125,162 

純資産合計  788,021,116 1,053,125,162 

負債純資産合計  1,636,187,440 2,155,170,045 
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】 

  （単位：円）

  
前中間計算期間 

（自 平成23年7月9日 
至 平成24年1月8日） 

当中間計算期間 
（自 平成24年7月9日 
至 平成25年1月8日） 

区分 注記 
番号 金額 金額 

営業収益    

受取配当金  6,909,200 5,600,000 

受取利息  231,351 224,329 

有価証券売買等損益  △216,062,600 261,800,000 

その他収益  1,748,942 1,691,008 

営業収益合計  △207,173,107 269,315,337 

営業費用    

支払利息  230,189 222,126 

受託者報酬  418,694 402,079 

委託者報酬  2,850,613 2,731,515 

その他費用 ※1 895,679 855,571 

営業費用合計  4,395,175 4,211,291 

営業利益又は営業損失（△）  △211,568,282 265,104,046 

経常利益又は経常損失（△）  △211,568,282 265,104,046 

中間純利益又は中間純損失（△）  △211,568,282 265,104,046 

一部交換に伴う中間純利益金額分配額  - - 

期首剰余金又は期首欠損金（△）  △95,870,435 △338,978,884 

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  - - 

分配金  - - 

中間剰余金又は中間欠損金（△）  △307,438,717 △73,874,838 
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(3）【中間注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価

にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないも

のについては、それに準ずる価額）、金融商品取引所等が発表する基準

値、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し

ております。 

 
 
（中間貸借対照表に関する注記） 

区分 第2期 
（平成24年7月8日現在） 

当中間計算期間末 
（平成25年1月8日現在） 

期首元本額 1,127,000,000円 期首元本額 1,127,000,000円 

期中追加設定元本額 0円 期中追加設定元本額 0円 

※1 信託財産に係る期

首元本額、期中追

加設定元本額及び

期中交換元本額 期中交換元本額 0円 期中交換元本額 0円 

※2 計算期間末日にお

ける受益権の総数 
 700,000口  700,000口 

※3 株式貸借取引 有価証券の消費貸借契約により貸し付け

た有価証券は次のとおりであります。 

株式 783,545,000円 

有価証券の消費貸借契約により貸し付け

た有価証券は次のとおりであります。 

株式 1,045,345,000円 

※4 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下

回っており、その差額は338,978,884円であ

ります。 

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下

回っており、その差額は73,874,838円であり

ます。 

 
 
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

前中間計算期間 
（自 平成23年7月9日 
  至 平成24年1月8日） 

当中間計算期間 
（自 平成24年7月9日 
   至 平成25年1月8日） 

※１.その他費用の内訳 

   監査費用 

印刷費用、上場申請費用等 

 

525,000円 

370,679円 

※１.その他費用の内訳 

主に印刷費用、上場関連費用及び監査費用等でありま

す。 
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（金融商品に関する注記） 
 金融商品の時価等に関する事項 

項 目 第2期 
（平成24年7月8日現在） 

当中間計算期間末 
（平成25年1月8日現在） 

1.貸借対照表計上額、時価及

びその差額 

 貸借対照表計上額は期末の時価で計上

しているためその差額はありません。 

 中間貸借対照表計上額は中間期末の時

価で計上しているためその差額はありま

せん。 

2.時価の算定方法 

 

 

（1）有価証券 

  「注記表（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。 

（2）デリバティブ取引 

  該当事項はありません。 

（3）上記以外の金融商品 

  上記以外の金融商品（コール・ロー

ン等）は、短期間で決済され、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該金

融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。 

（1）有価証券 

  「中間注記表（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。 

（2）デリバティブ取引 

  同左 

（3）上記以外の金融商品 

同左 

3.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

合理的に算出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。 

同左 

 
 
（有価証券に関する注記） 

 該当事項はありません。 
 
 
（デリバティブ取引等に関する注記） 

 該当事項はありません。 
 
 
（１口当たり情報に関する注記） 

第2期 
（平成24年7月8日現在） 

当中間計算期間末 
（平成25年1月8日現在） 

１口当たりの純資産額   1,126円 １口当たりの純資産額   1,504円 
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