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（ １５６３ ） 売 買 単 位 １口

マザーズ・コア指数

株式

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

http://www.simplexasset.com/

（役職名） 代表取締役社長 （氏名） 水嶋　浩雅

（役職名） 業務本部 （氏名） 山口　節一 （ＴＥＬ） 03-5208-5211

有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日

Ⅰ　ファンドの運用状況

１．平成25年7月期の運用状況（平成24年7月9日～平成25年7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7月期
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7月期
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7月期
平成24年7月期

（４）分配金
1口当たり分配金

円
平成25年7月期
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

１口当たり基準価額
（ （③／当計算期間末発行済口数）×１）

5.00

704     858

1,585

6.00

平成25年7月期　決算短信（平成24年7月9日～平成25年7月8日）

平成25年8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10月8日

フ ァ ン ド 名

コ ー ド 番 号

連 動 対 象 指 標

908     654     

1,357 3(99.8)

主 要 投 資 資 産

設定口数
（②）

交換口数
（③）

管 理 会 社

代 表 者 名

(0.2) (100.0)1,360

U R L

前計算期間末
発行済口数

（①）

342 1,360

(0.3)

-         908     -         

759 (99.7) 2

1,702

平成25年8月16日

839

762 (100.0)

908

当計算期間末
発行済口数（ ①+②-③ ）

1,570 808 762

総資産（①） 負債（②）
純資産（③）

（①-②）

1
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Ⅱ【財務諸表等】 
マザーズ･コア上場投信 

(1)【貸借対照表】 

  （単位：円）

  第1期 
（平成24年7月8日現在） 

第2期 
（平成25年7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  807,210,770 339,573,232 

 株式 ※3 759,875,000 1,357,597,500 

 未収入金  - 2,630,300 

 未収配当金  3,112,500 2,931,224 

 未収利息  3,321 465 

 その他未収収益  378,065 158,107 

流動資産合計  1,570,579,656 1,702,890,828 

資産合計  1,570,579,656 1,702,890,828 

負債の部    

流動負債    

未払収益分配金  4,542,500 5,149,308 

未払受託者報酬  87,767 228,144 

未払委託者報酬  571,209 1,701,545 

未払利息  39,664 17,087 

受入担保金  803,000,000 334,000,000 

その他未払費用  325,168 1,180,771 

流動負債合計  808,566,308 342,276,855 

負債合計  808,566,308 342,276,855 

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 
※2 868,526,000 820,456,408 

剰余金    

期末剰余金又は期末欠損金（△） ※4 △106,512,652 540,157,565 

（分配準備積立金）  1,962,348 375,502 

元本等合計  762,013,348 1,360,613,973 

純資産合計  762,013,348 1,360,613,973 

負債純資産合計  1,570,579,656 1,702,890,828 
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(2)【損益及び剰余金計算書】 

  （単位：円）

  
第1期 

（自 平成23年11月28日 
至 平成24年 7月 8日） 

第2期 
（自 平成24年 7月 9日 
至 平成25年 7月 8日） 

区分 注記 
番号 金額 金額 

営業収益    

受取配当金  9,877,500 7,831,799 

受取利息  243,585 208,546 

有価証券売買等損益  △108,475,000 9,530,882 

その他収益  2,300,993 1,952,190 

営業収益合計  △96,052,922 19,523,417 

営業費用    

支払利息  242,871 206,569 

受託者報酬  503,796 501,332 

委託者報酬  3,326,744 3,488,013 

その他費用 ※2 1,843,819 2,234,159 

営業費用合計  5,917,230 6,430,073 

営業利益又は営業損失（△）  △101,970,152 13,093,344 

経常利益又は経常損失（△）  △101,970,152 13,093,344 

当期純利益又は当期純損失（△）  △101,970,152 13,093,344 
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（△）  - △106,512,652 

剰余金増加額又は欠損金減少額  - 638,726,181 
当期一部交換に伴う剰余金増加額 
又は欠損金減少額  - 49,747,878 

当期追加信託に伴う剰余金増加額 
又は欠損金減少額  - 588,978,303 

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 4,542,500 5,149,308 

期末剰余金又は期末欠損金（△）  △106,512,652 540,157,565 
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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 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。 

 
 
（貸借対照表に関する注記） 

区分 第1期 
（平成24年7月8日現在） 

第2期 
（平成25年7月8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 868,526,000円 期首元本額 868,526,000円 

期中追加設定元本額 0円 期中追加設定元本額 625,229,736円 

期中交換元本額 0円 期中交換元本額 673,299,328円 

※2 計算期間末日にお

ける受益権の総数 
 908,500口  858,218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 759,875,000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 320,651,600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106,512,652円であ

ります。 

- 

 
 
（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

 
 
 

第1期 
（自 平成23年11月28日 
  至 平成24年 7月 8日） 

第2期 
（自 平成24年7月9日 
  至 平成25年7月8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） 

 

12,179,207円 

0円 

12,179,207円 

5,674,359円 

6,504,848円 

4,542,500円 

1,962,348円 

908,500口 

5.00円 

 

9,785,966円 

1,962,348円 

11,748,314円 

6,223,504円 

5,524,810円 

5,149,308円 

375,502円 

858,218口 

6.00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。 

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） 
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

項 目 
第1期 

（自 平成23年11月28日 
    至 平成24年 7月 8日） 

第2期 
（自 平成24年7月9日 
    至 平成25年7月8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 

当ファンドは株式を主要投資対象とし

ております。株式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 第1期 
（平成24年7月8日現在） 

第2期 
（平成25年7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。 

 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 
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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） 
 売買目的有価証券 

 （単位：円） 

種類 
第1期 

（平成24年7月8日現在） 
第2期 

（平成25年7月8日現在） 

当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額 

株式 △108,475,000 △25,094,431 

合計 △108,475,000 △25,094,431 

 
 
（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） 

第1期 
（平成24年7月8日現在） 

第2期 
（平成25年7月8日現在） 

１口当たりの純資産額 839円 １口当たりの純資産額 1,585円 
 
 
(4)【附属明細表】 

第１ 有価証券明細表 
 
(イ）株式 
                                         （単位：円） 

銘柄 株式数 
評価額 

備考 
単価 金額 

ミクシィ                 52,500 1,410 74,025,000 ※ 

ＧＣＡサヴィアン             52,500 881 46,252,500 ※ 

フュートレック              105,000 1,103 115,815,000 ※ 

インフォマート              210,000 2,000 420,000,000 ※ 



マザーズ・コア上場投信（1563）平成25年7月期決算短信 
 

 7 

スタートトゥデイ             52,500 1,996 104,790,000 ※ 

ネオス                  525 59,800 31,395,000 ※ 

さくらインターネット           52,500 610 32,025,000 ※ 

ＧＭＯクラウド              525 138,000 72,450,000 ※ 

フリービット               210,000 531 111,510,000 ※ 

インフォテリア              52,500 199 10,447,500 ※ 

サイバーエージェント           525 208,300 109,357,500 ※ 

ＡＣＣＥＳＳ               525 74,800 39,270,000 ※ 

タカラバイオ               52,500 2,565 134,662,500 ※ 

エヌ・ピー・シー             52,500 285 14,962,500 ※ 

サマンサタバサジャパンリミテッド     1,050 38,700 40,635,000 ※ 
合計  895,650   1,357,597,500  

 
 
※以下の有価証券が貸し付けられております。 

銘柄 株式数 

ミクシィ                 12,400

ＧＣＡサヴィアン             12,400

フュートレック              24,800

インフォマート              49,600

スタートトゥデイ             12,400

ネオス                  124

さくらインターネット           12,400

ＧＭＯクラウド              124

フリービット               49,600

インフォテリア              12,400

サイバーエージェント           124

ＡＣＣＥＳＳ               124

タカラバイオ               12,400

エヌ・ピー・シー             12,400

サマンサタバサジャパンリミテッド     248

合計  211,544

 
 
(ロ）株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 
 
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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