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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 8期

(平成 27年 7月 8日現在)

第 9期中間計算期間末

(平成 28年 1月 8日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 92,950,684 54,385,710

投資信託受益証券 8,376,882,046 5,161,311,928

親投資信託受益証券 1,527,942,436 1,053,993,743

未収利息 175 104

流動資産合計 9,997,775,341 6,269,691,485

資産合計 9,997,775,341 6,269,691,485

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 2,901,782 2,013,948

未払委託者報酬 42,365,978 29,403,574

その他未払費用 6,621,717 4,147,990

流動負債合計 51,889,477 35,565,512

負債合計 51,889,477 35,565,512

純資産の部

元本等

元本 16,418,829,330 14,682,379,330

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） △6,472,943,466 △8,448,253,357

元本等合計 9,945,885,864 6,234,125,973

純資産合計 9,945,885,864 6,234,125,973

負債純資産合計 9,997,775,341 6,269,691,485

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

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

第 9期中間計算期間

自 平成 27年 7月 9日

至 平成 28年 1月 8日

営業収益

受取利息 38,164 17,654

有価証券売買等損益 7,662,958,927 △2,621,464,369

営業収益合計 7,662,997,091 △2,621,446,715

営業費用

受託者報酬 2,690,729 2,013,948

委託者報酬 39,284,650 29,403,574

その他費用 2,548,947 1,920,654

営業費用合計 44,524,326 33,338,176

営業利益又は営業損失（△） 7,618,472,765 △2,654,784,891

経常利益又は経常損失（△） 7,618,472,765 △2,654,784,891
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中間純利益又は中間純損失（△） 7,618,472,765 △2,654,784,891

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（△） △23,209,302,501 △6,472,943,466

剰余金増加額又は欠損金減少額 5,463,230,000 679,475,000

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
5,463,230,000 679,475,000

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（△） △10,127,599,736 △8,448,253,357

（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 27 年 7 月 9 日から平成 28 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 8期

平成 27 年 7月 8日現在

第 9期中間計算期間末

平成 28 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

236,385 口 211,385 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 6,472,943,466 円 元本の欠損 8,448,253,357 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 42,075円 1 口当たり純資産額 29,492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 8期

平成 27 年 7月 8日現在

第 9期中間計算期間末

平成 28 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。
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（その他の注記）

１ 元本の移動

第 8期

自 平成 26 年 7月 9日

至 平成 27 年 7月 8日

第 9期中間計算期間

自 平成27 年 7月 9 日

至 平成28 年 1月 8 日

期首元本額 31,769,047,330円期首元本額 16,418,829,330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 15,350,218,000円期中一部解約元本額 1,736,450,000 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 28年 1月 8日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 2,330,749

社債券 1,051,644,000

未収利息 4

流動資産合計 1,053,974,753

資産合計 1,053,974,753

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 968,032,461

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 85,942,292

元本等合計 1,053,974,753

純資産合計 1,053,974,753

負債純資産合計 1,053,974,753

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 28 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 1.0888円

(10,000 口当たり純資産額) (10,888 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 28 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 28 年 1月 8日現在

期首 平成 27 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 968,032,461 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 968,032,461 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 968,032,461 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


