
平成26年2月20日

ファンド名 上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託

コード番号 (　1309　) 上場取引所

連動対象指標 上証50指数 売買単位 1口

主要投資資産

管理会社 野村アセットマネジメント株式会社

U　R　L http://www.nomura-am.co.jp

代表者 CEO兼執行役会長兼社長 岩崎　俊博

問合せ先責任者 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長 森保 一美 TEL (03)-3241-9511

半期報告書提出予定日 平成26年3月27日

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・解約実績 （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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Ⅱ 中間財務諸表等

【上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第 6期

(平成 25年 7月 8日現在)

第 7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 82,898,353 59,702,414

投資信託受益証券 7,781,792,460 8,080,116,660

親投資信託受益証券 2,449,826,444 1,665,904,186

未収利息 176 124

流動資産合計 10,314,517,433 9,805,723,384

資産合計 10,314,517,433 9,805,723,384

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 3,628,102 2,715,707

未払委託者報酬 54,531,077 39,649,277

その他未払費用 3,604,364 5,769,509

流動負債合計 61,763,543 48,134,493

負債合計 61,763,543 48,134,493

純資産の部

元本等

元本 37,325,687,330 34,547,367,330

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △27,072,933,440 △24,789,778,439

元本等合計 10,252,753,890 9,757,588,891

純資産合計 10,252,753,890 9,757,588,891

負債純資産合計 10,314,517,433 9,805,723,384

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第 6 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 7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

受取利息 65,796 18,468

有価証券売買等損益 2,513,096,000 350,127,249

その他収益 7,926,491 -

営業収益合計 2,521,088,287 350,145,717

営業費用

受託者報酬 3,231,735 2,715,707

委託者報酬 58,171,195 39,649,277

その他費用 3,628,244 2,585,732

営業費用合計 65,031,174 44,950,716

営業利益又は営業損失（△） 2,456,057,113 305,195,001

経常利益又は経常損失（△） 2,456,057,113 305,195,001
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中間純利益又は中間純損失（△） 2,456,057,113 305,195,001

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約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（△） △38,105,962,345 △27,072,933,440

剰余金増加額又は欠損金減少額 902,309,710 1,977,960,000

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
- 1,977,960,000

中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
902,309,710 -

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（△） △34,747,595,522 △24,789,778,439

（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 投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券

基準価額で評価しております。

２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益

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。

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。

（中間貸借対照表に関する注記）

第 6期

平成 25 年 7月 8日現在

第 7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

537,385 口 497,385 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 27,072,933,440円 元本の欠損 24,789,778,439円

３. 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 19,079円 1 口当たり純資産額 19,618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 6期

平成 25 年 7月 8日現在

第 7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

投資信託受益証券

（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。

親投資信託受益証券

（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。

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

投資信託受益証券

（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。

親投資信託受益証券

（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。

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
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ります。 ります。

（その他の注記）

１ 元本の移動

第 6期

自 平成 24 年 7月 9日

至 平成 25 年 7月 8日

第 7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 51,008,566,040円期首元本額 37,325,687,330円

期中追加設定元本額 0 円期中追加設定元本額 0円

期中一部解約元本額 13,682,878,710円期中一部解約元本額 2,778,320,000 円

２ デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「上証５０指数マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信

託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

上証５０指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

(平成 26年 1月 8日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 1,118,319

社債券 1,664,823,000

未収利息 2

流動資産合計 1,665,941,321

資産合計 1,665,941,321

負債の部

流動負債

流動負債合計 -

負債合計 -

純資産の部

元本等

元本 2,031,095,082

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △365,153,761

元本等合計 1,665,941,321

純資産合計 1,665,941,321

負債純資産合計 1,665,941,321

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 社債券

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、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
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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。

（貸借対照表に関する注記）

平成 26 年 1月 8日現在

１. 元本の欠損

365,153,761 円

２. 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 0.8202円

(10,000 口当たり純資産額) (8,202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

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

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。

２．時価の算定方法

社債券

（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。

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）

元本の移動及び期末元本額の内訳

平成 26 年 1月 8日現在

期首 平成 25 年 7 月 9日

本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 2,989,780,870 円

同期中における追加設定元本額 0円

同期中における一部解約元本額 958,685,788 円

期末元本額 2,031,095,082 円

期末元本額の内訳＊

上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託 2,031,095,082 円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額


