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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
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第 6期

(平成 26年 7月 8日現在)

第 7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

預金 42,334,458 35,973,975

コール・ローン 34,731,806 32,066,374

株式 5,604,744,187 4,422,067,987

未収入金 - 158,545,664

未収配当金 22,503,918 17,641,276

未収利息 62 62

流動資産合計 5,704,314,431 4,666,295,338

資産合計 5,704,314,431 4,666,295,338

負債の部

流動負債

未払金 - 151,909,250

未払受託者報酬 1,552,286 1,467,698

未払委託者報酬 27,940,955 26,418,501

その他未払費用 3,308,737 1,647,751

流動負債合計 32,801,978 181,443,200

負債合計 32,801,978 181,443,200

純資産の部

元本等

元本 11,130,001,728 9,906,001,728

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △5,458,489,275 △5,421,149,590

元本等合計 5,671,512,453 4,484,852,138

純資産合計 5,671,512,453 4,484,852,138

負債純資産合計 5,704,314,431 4,666,295,338

（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 25 年 7月 9日

至 平成 26 年 1月 8日

第 7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

受取配当金 - 79,719,943

受取利息 20,966 10,510

有価証券売買等損益 592,162,100 △443,391,570

為替差損益 - △122,893,075

その他収益 3,534,650 -

営業収益合計 595,717,716 △486,554,192

営業費用

受託者報酬 1,635,625 1,467,698
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委託者報酬 29,441,194 26,418,501

その他費用 2,228,908 9,504,924

営業費用合計 33,305,727 37,391,123

営業利益又は営業損失（△） 562,411,989 △523,945,315

経常利益又は経常損失（△） 562,411,989 △523,945,315

中間純利益又は中間純損失（△） 562,411,989 △523,945,315

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（△） △7,231,024,561 △5,458,489,275

剰余金増加額又は欠損金減少額 - 561,285,000

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
- 561,285,000

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（△） △6,668,612,572 △5,421,149,590

（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。

２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換

算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算

期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

３.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。

為替差損益

約定日基準で計上しております。

４.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。

５.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 6期

平成 26 年 7月 8日現在

第 7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

27,279,416口 24,279,416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 5,458,489,275 円 元本の欠損 5,421,149,590 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 207.90円 1 口当たり純資産額 184.72円

(100 口当たり純資産額) (20,790 円) (100 口当たり純資産額) (18,472 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 26 年 7月 8日現在

第 7期中間計算期間末

平成 27 年 1 月 8日現在
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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。

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。

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 6期

自 平成 25 年 7月 9日

至 平成 26 年 7月 8日

第 7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 12,766,326,528円期首元本額 11,130,001,728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 1,636,324,800 円期中一部解約元本額 1,224,000,000 円

２ デリバティブ取引関係

該当事項はありません。


