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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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平成22年8月中間期

前計算期間末
発行済口数（①）

総資産
（①）

負債
（②）

設定口数（②）

純資産
（③(①-②))

0
1,940

-
-
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平成23年8月中間期
平成22年8月中間期 485

14 25,335
25,04430

491506

平成23年8月中間期 1,940
-平成22年8月中間期

解約口数（③）

大証

平成24年2月期　中間決算短信 （平成23年2月11日～平成23年8月10日）

(100)
(100)485

当中間計算期間末
発行済口数
（①+②-③）

491
485

平成23年10月27日

社債券
100口

平成23年8月中間期の運用状況　(平成23年2月11日～平成23年8月10日)

(100)
(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）

0
4910平成23年8月中間期

（（③/当中間計算期間末発行済口数）×100)

0
0

1,940
1,940

100
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Ⅱ 財務諸表等 
【NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信】 

 
(1)【中間貸借対照表】 

期別 第 1期中間計算期間末 第 2期中間計算期間末 
 平成 22年 8月 11日現在 平成 23年 8月 10日現在 

科目 金額(円) 金額(円) 
資産の部 
   流動資産 
      コール・ローン 70,205,771 68,010,746
      現先取引勘定 319,958,400 309,928,700
      未収利息 197 165
      差入委託証拠金 126,641,700 128,210,000
      流動資産合計 516,806,068 506,149,611
   資産合計 516,806,068 506,149,611
負債の部 
   流動負債 
      派生商品評価勘定 29,640,000 13,300,500
      未払受託者報酬 137,718 138,007
      未払委託者報酬 1,101,674 1,103,970
      その他未払費用 81,062 99,533
      流動負債合計 30,960,454 14,642,010
   負債合計 30,960,454 14,642,010
純資産の部 
   元本等 
      元本 500,520,000 500,520,000
      剰余金 
         中間剰余金又は中間欠損金(△) △14,674,386 △9,012,399
      元本等合計 485,845,614 491,507,601
   純資産合計 485,845,614 491,507,601
負債純資産合計 516,806,068 506,149,611

 
(2)【中間損益及び剰余金計算書】 

期別 第 1期中間計算期間 第 2期中間計算期間 
自 平成 22年 2月 12日 自 平成 23年 2月 11日  
至 平成 22年 8月 11日 至 平成 23年 8月 10日 

科目 金額(円) 金額(円) 
営業収益 
   受取利息 208,533 190,167
   派生商品取引等損益 △12,998,300 △68,984,500
   営業収益合計 △12,789,767 △68,794,333
営業費用 
   受託者報酬 137,718 138,007
   委託者報酬 1,101,674 1,103,970
   その他費用 645,227 98,359
   営業費用合計 1,884,619 1,340,336
営業利益 △14,674,386 △70,134,669
経常利益 △14,674,386 △70,134,669
中間純利益 △14,674,386 △70,134,669
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 ― ―
期首剰余金又は期首欠損金(△) ― 61,122,270
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(△) △14,674,386 △9,012,399



NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信(1682) 平成 24年 2月期 中間決算短信 

3 

 
(3)【中間注記表】 
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 

第 1期中間計算期間 第 2期中間計算期間 
自 平成 22年 2月 12日 自 平成 23年 2月 11日  
至 平成 22年 8月 11日 至 平成 23年 8月 10日 

１ 運用資産の評価基準 (１) 先物取引 (１) 先物取引 
及び評価方法  取引所の発表する計算日の清算値段

を用いております。 
 同左 

     
２ 費用・収益の計上基準 (１) 派生商品取引等損益 (１) 派生商品取引等損益 
  約定日基準で計上しております。  同左 
     
３ その他 (１) 現先取引 (１) 現先取引 
  現先取引の会計処理については、

「金融商品に関する会計基準」(企業
会計基準委員会 平成 20年 3月 10
日)の規定によっております。 

 同左 

 (２) 計算期間 (２) 計算期間 
  当ファンドの計算期間は、平成 22年

2月 12日(設定日)から平成 23年 2月
10日までとなっております。 

 当ファンドの計算期間は、平成 23年
2月 11日から平成 24年 2月 10日ま
でとなっております。 

  なお、当該中間計算期間は、平成 22
年 2月 12日(設定日)から平成 22年 8
月 11日までとなっております。 

 なお、当該中間計算期間は、平成 23
年 2月 11日から平成 23年 8月 10
日までとなっております。 

     
 
(中間貸借対照表に関する注記) 

第 1期中間計算期間末 第 2期中間計算期間末 
平成 22年 8月 11日現在 平成 23年 8月 10日現在 

１ 中間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 
  1,940,000 口   1,940,000 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 14,674,386 円  元本の欠損 9,012,399 円 
    
３ 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 

３ 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 250.44 円  １口当たり純資産額 253.35 円 
 (100口当たり純資産額 25,044 円)  (100口当たり純資産額 25,335 円)
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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 

第 1期中間計算期間末 第 2期中間計算期間末 
平成 22年 8月 11日現在 平成 23年 8月 10日現在 

 ― １ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 

 
 

 
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 
   ○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。 

    
  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。 

    
 
(その他の注記) 
１ 元本の移動 

第 1期中間計算期間 第 2期中間計算期間 
自 平成 22年 2月 12日 自 平成 23年 2月 11日 
至 平成 22年 8月 11日 至 平成 23年 8月 10日 

 期首元本額 ― 円  期首元本額 500,520,000 円 
 期中追加設定元本額 500,520,000 円  期中追加設定元本額 ― 円 
 期中一部解約元本額 ― 円  期中一部解約元本額 ― 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 
 第 1期中間計算期間末(平成 22年 8月 11日現在) 第 2期中間計算期間末(平成 23年 8月 10日現在) 

種類 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     
  商品先物取引     
   買建 515,166,000 ― 485,526,000 △29,640,000 504,700,500 ― 491,400,000 △13,300,500

合計 515,166,000 ― 485,526,000 △29,640,000 504,700,500 ― 491,400,000 △13,300,500
(注)時価の算定方法 
先物取引 
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。 
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