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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・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 7期

(平成 26年 7月 8日現在)

第 8期中間計算期間末

(平成 27年 1月 8日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 78,948,852 134,381,958

投資信託受益証券 7,400,838,390 10,266,464,354

親投資信託受益証券 1,120,145,768 2,257,461,984

未収利息 143 263

流動資産合計 8,599,933,153 12,658,308,559

資産合計 8,599,933,153 12,658,308,559

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 2,423,552 2,690,729

未払委託者報酬 35,383,730 39,284,650

その他未払費用 2,381,042 4,425,586

流動負債合計 40,188,324 46,400,965

負債合計 40,188,324 46,400,965

純資産の部

元本等

元本 31,769,047,330 22,739,507,330

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △23,209,302,501 △10,127,599,736

元本等合計 8,559,744,829 12,611,907,594

純資産合計 8,559,744,829 12,611,907,594

負債純資産合計 8,599,933,153 12,658,308,559

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

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

第 8期中間計算期間

自 平成 26年 7月 9日

至 平成 27年 1月 8日

営業収益

受取利息 18,468 38,164

有価証券売買等損益 350,127,249 7,662,958,927

営業収益合計 350,145,717 7,662,997,091

営業費用

受託者報酬 2,715,707 2,690,729

委託者報酬 39,649,277 39,284,650

その他費用 2,585,732 2,548,947

営業費用合計 44,950,716 44,524,326

営業利益又は営業損失（△） 305,195,001 7,618,472,765

経常利益又は経常損失（△） 305,195,001 7,618,472,765

中間純利益又は中間純損失（△） 305,195,001 7,618,472,765
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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（△） △27,072,933,440 △23,209,302,501

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,977,960,000 5,463,230,000

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 5,463,230,000

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（△） △24,789,778,439 △10,127,599,736

（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 26 年 7 月 9 日から平成 27 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 7期

平成 26 年 7月 8日現在

第 8期中間計算期間末

平成 27 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

457,385 口 327,385 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 23,209,302,501円 元本の欠損 10,127,599,736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 18,715円 1 口当たり純資産額 38,523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 7期

平成 26 年 7月 8日現在

第 8期中間計算期間末

平成 27 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

ります。

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

ります。

（その他の注記）
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１ 元本の移動

第 7期

自 平成 25 年 7月 9日

至 平成 26 年 7月 8日

第 8期中間計算期間

自 平成26 年 7月 9 日

至 平成27 年 1月 8 日

期首元本額 37,325,687,330円期首元本額 31,769,047,330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 5,556,640,000 円期中一部解約元本額 9,029,540,000 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 27年 1月 8日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 1,972,068

社債券 2,255,520,000

未収利息 3

流動資産合計 2,257,492,071

資産合計 2,257,492,071

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 1,506,179,600

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 751,312,471

元本等合計 2,257,492,071

純資産合計 2,257,492,071

負債純資産合計 2,257,492,071

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

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
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足説明 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 27 年 1月 8日現在

１. 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 1.4988円

(10,000 口当たり純資産額) (14,988 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 27 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 27 年 1月 8日現在

期首 平成 26 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 1,506,179,600 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 0円

期末元本額 1,506,179,600 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 1,506,179,600 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


