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Ⅰ ファンドの運用状況

１.

(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 %

(2)設定・交換実績 （千口未満切捨て）

千口 千口 千口 千口

(3)基準価額

口当り基準価額

百万円 百万円 百万円 円

２．会計方針の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無

② ①以外の変更 有・無
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(98.4)

1,572,493

平成26年1月中間期

平成25年7月期 1,464,038

164,408

143,000108,454

1,885,1811,974,864 89,682

平成26年1月中間期 102,380

総資産
（①）

負債
（②）

24,442

平成26年7月期　中間決算短信 （平成25年7月9日～平成26年1月8日）

(1.5)

(1.6)22,802

当中間計算期間末
発行済口数
（①+②-③）

1,885,181

1,464,038 (100)

現金・預金・その他の資産
（負債控除後）

主要投資資産 合計（純資産）

1,441,236平成25年7月期

前計算期間末
発行済口数（①）

設定口数（②）

1,857,522平成26年1月中間期 (98.5)

株式

平成26年1月中間期の運用状況　(平成25年7月9日～平成26年1月8日)

東証

（（③/当中間計算期間末（前計算期末）
発行済口数）×10)

12,157 114,664

10

(100)27,659

交換口数（③）

純資産
（③(①-②))
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Ⅱ 中間財務諸表等

日経 225 連動型上場投資信託

（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）

第 12期

(平成 25年 7月 8日現在)

第 13 期中間計算期間末

(平成 26年 1月 8日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 126,639,258,036 113,909,636,749

株式 1,441,236,290,500 1,857,522,515,100

派生商品評価勘定 1,631,927,904 1,150,979,260

未収入金 1,717,952,400 2,415,296

未収配当金 1,253,161,000 1,821,538,800

未収利息 85,917 54,595

その他未収収益 14,376,981 11,740,916

差入委託証拠金 - 445,417,000

流動資産合計 1,572,493,052,738 1,974,864,297,716

資産合計 1,572,493,052,738 1,974,864,297,716

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 - 6,361,740

前受金 1,530,674,000 -

未払金 - 59,126,000

未払収益分配金 19,145,081,505 -

未払受託者報酬 419,008,211 520,567,635

未払委託者報酬 1,023,721,813 1,362,357,297

未払利息 3,686,742 3,342,637

有価証券貸借取引受入金 86,319,049,950 87,713,478,825

その他未払費用 13,115,662 17,117,435

流動負債合計 108,454,337,883 89,682,351,569

負債合計 108,454,337,883 89,682,351,569

純資産の部

元本等

元本 1,259,992,075,305 1,411,180,887,379

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 204,046,639,550 474,001,058,768

（分配準備積立金） 64,632,971 64,632,971

元本等合計 1,464,038,714,855 1,885,181,946,147

純資産合計 1,464,038,714,855 1,885,181,946,147

負債純資産合計 1,572,493,052,738 1,974,864,297,716

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第 12 期中間計算期間

自 平成 24 年 7月 9日

至 平成 25 年 1月 8日

第 13 期中間計算期間

自 平成 25年 7月 9日

至 平成 26年 1月 8日

営業収益

受取配当金 8,868,404,220 11,604,003,600
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受取利息 41,682,610 38,780,902

有価証券売買等損益 145,307,579,995 228,796,508,258

派生商品取引等損益 3,035,643,920 3,339,153,512

その他収益 88,983,225 62,379,715

営業収益合計 157,342,293,970 243,840,825,987

営業費用

支払利息 18,386,446 17,366,256

受託者報酬 314,740,286 520,567,635

委託者報酬 693,908,069 1,362,357,297

その他費用 13,673,200 21,358,943

営業費用合計 1,040,708,001 1,921,650,131

営業利益又は営業損失（△） 156,301,585,969 241,919,175,856

経常利益又は経常損失（△） 156,301,585,969 241,919,175,856

中間純利益又は中間純損失（△） 156,301,585,969 241,919,175,856

一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交

換に伴う中間純損失金額の分配額（△）
- -

期首剰余金又は期首欠損金（△） △284,273,152,964 204,046,639,550

剰余金増加額又は欠損金減少額 11,610,322,652 67,066,378,426

中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
11,610,322,652 -

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
- 67,066,378,426

剰余金減少額又は欠損金増加額 33,291,588,619 39,031,135,064

中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額
- 39,031,135,064

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額
33,291,588,619 -

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金（△） △149,652,832,962 474,001,058,768

（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.運用資産の評価基準及び評価方法 株式

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、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日

に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

先物取引

取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

２.費用・収益の計上基準 受取配当金

受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を

計上しております。

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

３.金融商品の時価等に関する事項の補

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。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ

る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取

引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

４.その他 当ファンドの中間計算期間は、平成 25 年 7 月 9 日から平成 26 年 1 月 8 日までと

なっております。
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（中間貸借対照表に関する注記）

第 12期

平成 25 年 7月 8日現在

第 13 期中間計算期間末

平成 26 年 1 月 8日現在

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

102,380,115 口 114,664,897 口

２. 計算期間の末日における 1単位当たりの純資産の額 ２. 中間計算期間の末日における 1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額 14,300.0 円 1 口当たり純資産額 16,440.8 円

(10 口当たり純資産額) (143,000 円) (10 口当たり純資産額) (164,408 円)

３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券

82,631,909,300円 84,752,351,200円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第 12期

平成 25 年 7月 8日現在

第 13 期中間計算期間末

平成 26 年 1 月 8日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し

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。

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評

価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は

ありません。

２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法

株式

（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。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２

デリバティブ取引関係に記載しております。

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。

株式

（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。

派生商品評価勘定

デリバティブ取引については、（その他の注記）の ２

デリバティブ取引関係に記載しております。

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。

（その他の注記）

１ 元本の移動

第 12期

自 平成 24 年 7月 9日

至 平成 25 年 7月 8日

第 13 期中間計算期間

自 平成25 年 7月 9 日

至 平成26 年 1月 8 日

期首元本額 1,091,563,642,245 円期首元本額 1,259,992,075,305 円

期中追加設定元本額 413,473,110,060 円期中追加設定元本額 300,809,293,910 円

期中一部交換元本額 245,044,677,000 円期中一部交換元本額 149,620,481,836 円

２ デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類

第 12期(平成 25年 7月 8日現在) 第 13期中間計算期間末(平成 26年 1月 8日現在)

契約額等（円）

時価（円） 評価損益（円）

契約額等（円）

時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年

超

うち 1 年

超

市場取引

先物取引

株価指数先物取引

買建 20,814,336,000 － 22,447,200,000 1,631,927,904 26,402,477,000 － 27,548,100,000 1,144,617,520

合計 20,814,336,000 － 22,447,200,000 1,631,927,904 26,402,477,000 － 27,548,100,000 1,144,617,520

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。


