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Ⅰ　ファンドの運用状況

１．平成25年4月期の運用状況（平成24年10月26日～平成25年4月25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4月期
平成24年10月期

（２）設定・交換実績

千口 千口 千口 千口
平成25年4月期
平成24年10月期

（３）基準価額

百万円 百万円 百万円 円
平成25年4月期
平成24年10月期

（４）分配金
1口当たり分配金

円
平成25年4月期
平成24年10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
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平成25年4月期　決算短信（平成24年10月26日～平成25年4月25日）

平成25年6月3日

主要投資資産
現金・預金・その他の資産

（ 負債控除後 ）
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Ⅱ【財務諸表等】 

日経カバードコール指数上場投信 

(1)【貸借対照表】 

                                        （単位：円）  

  
前期 

（平成24年10月25日現在） 
当期 

（平成25年4月25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  15,160,867 41,635,398 

 社債券  998,169,600 1,356,936,000 

 未収利息  26 55 

 その他未収収益  86,633 159,201 

流動資産合計  1,013,417,126 1,398,730,654 

資産合計  1,013,417,126 1,398,730,654 

負債の部    

流動負債    

未払収益分配金  7,000,000 33,400,000 

未払受託者報酬  132,356 163,595 

未払委託者報酬  608,820 752,515 

その他未払費用  504,194 642,069 

流動負債合計  8,245,370 34,958,179 

負債合計  8,245,370 34,958,179 

純資産の部    

元本等    

元本 
※1 
※2 

1,000,000,000 1,000,000,000 

剰余金    

期末剰余金又は期末欠損金（△）  5,171,756 363,772,475 

（分配準備積立金）  200,556 34,875 

元本等合計  1,005,171,756 1,363,772,475 

純資産合計  1,005,171,756 1,363,772,475 

負債純資産合計  1,013,417,126 1,398,730,654 
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(2)【損益及び剰余金計算書】 

                                        （単位：円）  

  
前期 

（自 平成24年 4月26日 
至 平成24年10月25日）

当期 
（自 平成24年10月26日 

至 平成25年 4月25日）

区分 
注記 
番号 

金額 金額 

営業収益    

受取利息  29,842,958 44,054,442 

有価証券売買等損益  △82,828,800 358,766,400 

その他収益  86,633 72,568 

営業収益合計  △52,899,209 402,893,410 

営業費用    

受託者報酬  264,476 305,182 

委託者報酬  1,216,530 1,403,790 

その他費用 ※2 1,051,800 1,183,719 

営業費用合計  2,532,806 2,892,691 

営業利益又は営業損失（△）  △55,432,015 400,000,719 

経常利益又は経常損失（△）  △55,432,015 400,000,719 

当期純利益又は当期純損失（△）  △55,432,015 400,000,719 

一部交換に伴う当期純利益金額の分配額
又は一部交換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（△）  88,103,771 5,171,756 

剰余金増加額又は欠損金減少額  - - 

当期一部交換に伴う剰余金増加額 
又は欠損金減少額 

 - - 

当期追加信託に伴う剰余金増加額 
又は欠損金減少額 

 - - 

剰余金減少額又は欠損金増加額  - - 

当期一部交換に伴う剰余金減少額 
又は欠損金増加額 

 - - 

当期追加信託に伴う剰余金減少額 
又は欠損金増加額 

 - - 

分配金 ※1 27,500,000 41,400,000 

期末剰余金又は期末欠損金（△）  5,171,756 363,772,475 
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(3）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

有価証券の評価基準及び評

価方法 

社債券 

個別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

品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社

の提供する価額で評価しております。 

 

 

 （貸借対照表に関する注記） 

区分 
前期 

（平成24年10月25日現在） 
当期 

（平成25年4月25日現在） 

※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 

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

期中追加設定元本額 0円 期中追加設定元本額 0円

期中交換元本額 0円 期中交換元本額 0円

※2 当期末日における受

益権の総数 
100,000口 100,000口

 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

 
 
 

前期 
（自 平成24年 4月26日 
  至 平成24年10月25日） 

当期 
（自 平成24年10月26日 
  至 平成25年 4月25日） 

※1 分配金の計算過程 

 

Ａ 当ファンドの配当等収益額 

Ｂ 分配準備積立金 

Ｃ 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ） 

Ｄ 経費 

Ｅ 収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 

Ｆ 収益分配金額 

Ｇ 次期繰越金（分配準備積立金）（Ｅ-Ｆ） 

Ｈ 口数 

Ｉ 分配金額（1口当たり） 

（平成24年4月26日から平成24年7

月25日までの分配金計算期間） 

22,401,226円

303,771円

22,344,997円

1,266,938円

21,078,059円

20,500,000円

578,059円

100,000口

205.00円

（平成24年10月26日から平成25年

1月25日までの分配金計算期間） 

9,215,167円

200,556円

9,415,723円

1,333,320円

8,082,403円

8,000,000円

82,403円

100,000口

80.00円

 

 

Ａ 当ファンドの配当等収益額 

Ｂ 分配準備積立金 

Ｃ 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ） 

Ｄ 経費 

Ｅ 収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 

Ｆ 収益分配金額 

Ｇ 次期繰越金（分配準備積立金）（Ｅ-Ｆ） 

Ｈ 口数 

Ｉ 分配金額（1口当たり） 

（平成24年7月26日から平成24年

10月25日までの分配金計算期間）

7,888,365円

578,059円

8,466,424円

1,265,868円

7,200,556円

7,000,000円

200,556円

100,000口

70.00円

（平成25年1月26日から平成25年4

月25日までの分配金計算期間） 

34,911,843円

82,403円

34,994,246円

1,559,371円

33,434,875円

33,400,000円

34,875円

100,000口

334.00円

※2 その他費用 

 

主に印刷費用、上場関連費用

及び監査費用等であります。 

同左 
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（金融商品に関する注記） 

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

項 目 
前期 

（自 平成24年 4月26日 
至 平成24年10月25日） 

当期 
（自 平成24年10月26日 
至 平成25年 4月25日） 

1.金融商品に対する取組方

針 

当ファンドは、証券投資信託として、投

資信託約款に規定する運用の基本方針に従

い、有価証券等の金融商品に対する投資と

して運用することを目的としています。 

同左 

2.金融商品の内容及び金融

商品に係るリスク 

当ファンドは社債券を主要投資対象とし

ております。社債券の投資に係る価格変動

リスク等の市場リスク、信用リスクおよび

流動性リスクにさらされております。 

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、運用関連部門から

独立した部門であるリスク管理統括本部が

各リスクの管理を行っております。 

リスク管理統括本部は、定期的に各部署

からモニタリングの結果の報告を受け、必

要に応じて関係部署より意見を求め、リス

ク状況を取りまとめ、その結果を取締役社

長に報告します。また、必要に応じて取り

まとめ結果を取締役会に報告をします。 

同左 

 

 

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

項 目 
前期 

（平成24年10月25日現在） 
当期 

（平成25年4月25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。 

 同左 

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。 

 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 
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（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 （単位：円）

種類 

前期 
（平成24年10月25日現在） 

当期 
（平成25年4月25日現在） 

終の計算期間の損益に含まれた評価差額 終の計算期間の損益に含まれた評価差額

社債券 64,550,400 219,628,800 

合計 64,550,400 219,628,800 

 

（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。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報に関する注記） 

前期 
（平成24年10月25日現在） 

当期 
（平成25年4月25日現在） 

１口当たりの純資産額 10,052円 １口当たりの純資産額 13,638円 

 

(4)【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表 

 

(イ）株式 

該当事項はありません。 

 

(ロ）株式以外の有価証券 

（単位：円） 

種類 銘柄 
銘柄数
比率 

券面総額 評価額 備考

社債券 
JPY 2.5bn Notes Linked to the 
Nikkei 225 Covered Call Index and 
the Nikkei 225 Index 

 984,000,000 1,356,936,000  

小計 銘柄数 1  1,356,936,000  

 組入時価比率 99.5％  100.0％  

合計   984,000,000 1,356,936,000  

（注１）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であ

ります。 

 

第２ 信用取引契約残高明細表 

該当事項はありません。 

 

第３ 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。 
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