
平成29年2月17日

ファンド名 日経２２５連動型上場投資信託

コード番号 (　1321　) 上場取引所

連動対象指標 日経平均株価 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兼執行役社長 渡邊　国夫

問合せ先責任者 商品企画部長 渡部　昭裕 TEL (03)-3241-9511

半期報告書提出予定日 平成29年3月29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・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

1

東証

（（③/当中間計算期間末（前計算期末）
発行済口数）×10)

26,089 208,353

10

(100)78,775

交換口数（③）

純資産
（③(①-②))

4,078,458平成29年1月中間期 (98.1)

株式

平成29年1月中間期の運用状況　(平成28年7月9日～平成29年1月8日)

平成29年7月期　中間決算短信 （平成28年7月9日～平成29年1月8日）

(1.9)

(1.2)33,564

当中間計算期間末
発行済口数
（①+②-③）

4,157,234

2,890,625 (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）

2,857,060平成28年7月期

前計算期間末
発行済口数（①）

設定口数（②）

平成29年1月中間期 188,121

総資産
（①）

負債
（②）

46,321

4,660,031 502,796 199,528

153,657710,723

4,157,234

(98.8)

3,601,348

平成29年1月中間期

平成28年7月期 2,890,625
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Ⅱ 中間財務諸表等

日経 225 連動型上場投資信託

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第 15期

(平成 28年 7月 8日現在)

第 16 期中間計算期間末

(平成 29年 1月 8日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 728,898,758,053 571,965,646,954

株式 2,857,060,280,660 4,078,458,985,880

派生商品評価勘定 - 3,804,498,892

未収配当金 4,223,648,000 5,580,762,550

未収利息 14,743,514 45,178,836

その他未収収益 18,610,476 176,195,755

差入委託証拠金 11,132,605,999 -

流動資産合計 3,601,348,646,702 4,660,031,268,867

資産合計 3,601,348,646,702 4,660,031,268,867

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 2,934,999,573 6,621,500

前受金 - 819,115,000

未払金 4,922,251,237 35,266,600

未払収益分配金 50,604,709,055 -

未払受託者報酬 864,681,043 980,194,187

未払委託者報酬 2,783,400,669 3,287,969,673

未払利息 1,111,520 2,291,779

有価証券貸借取引受入金 648,579,296,588 497,626,499,673

その他未払費用 33,164,312 38,801,434

流動負債合計 710,723,613,997 502,796,759,846

負債合計 710,723,613,997 502,796,759,846

純資産の部

元本等

元本 2,315,212,469,665 2,564,211,164,239

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 575,412,563,040 1,593,023,344,782

（分配準備積立金） 143,055,722 143,055,722

元本等合計 2,890,625,032,705 4,157,234,509,021

純資産合計 2,890,625,032,705 4,157,234,509,021

負債純資産合計 3,601,348,646,702 4,660,031,268,867

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第 15 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

第 16 期中間計算期間

自 平成 28年 7月 9日

至 平成 29年 1月 8日

営業収益
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受取配当金 26,014,612,160 31,254,380,700

受取利息 57,204,879 -

有価証券売買等損益 △324,607,759,875 877,129,765,779

派生商品取引等損益 △3,525,511,130 14,212,491,171

その他収益 113,245,794 1,324,218,448

営業収益合計 △301,948,208,172 923,920,856,098

営業費用

支払利息 28,235,954 △158,203,809

受託者報酬 883,816,454 980,194,187

委託者報酬 2,857,337,919 3,287,969,673

その他費用 37,235,737 43,225,732

営業費用合計 3,806,626,064 4,153,185,783

営業利益又は営業損失（△） △305,754,834,236 919,767,670,315

経常利益又は経常損失（△） △305,754,834,236 919,767,670,315

中間純利益又は中間純損失（△） △305,754,834,236 919,767,670,315

一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交

換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（△） 1,174,561,139,588 575,412,563,040

剰余金増加額又は欠損金減少額 279,279,869,792 247,162,493,491

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減

少額
279,279,869,792 247,162,493,491

剰余金減少額又は欠損金増加額 164,869,402,432 149,319,382,064

中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増

加額
164,869,402,432 149,319,382,064

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金（△） 983,216,772,712 1,593,023,344,782

（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。

先物取引

取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

２.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。

派生商品取引等損益

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。

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。

４.その他 当ファンドの中間計算期間は、平成 28 年 7 月 9 日から平成 29 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 15期

平成 28 年 7月 8日現在

第 16 期中間計算期間末

平成 29 年 1 月 8日現在
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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

188,121,595 口 208,353,877 口

２. 計算期間の末日における 1単位当たりの純資産の額 ２. 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 15,365.7 円 1 口当たり純資産額 19,952.8 円

(10 口当たり純資産額) (153,657 円) (10 口当たり純資産額) (199,528 円)

３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券

605,740,465,940 円 469,174,818,630 円

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第 15 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

第 16 期中間計算期間

自 平成 28 年 7 月 9 日

至 平成 29 年 1 月 8 日

該当事項はありません。 １.追加情報

平成 28 年 1月 29日の日本銀行による「マイナス金利

付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金

融市場では利回り水準が低下しております。この影響

により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負

担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息と

して表示しております。

（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 15期

平成 28 年 7月 8日現在

第 16 期中間計算期間末

平成 29 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

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。

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。

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。

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。

（その他の注記）

１ 元本の移動

第 15期

自 平成 27 年 7月 9日

至 平成 28 年 7月 8日

第 16 期中間計算期間

自 平成28 年 7月 9 日

至 平成29 年 1月 8 日

期首元本額 1,857,500,125,125 円期首元本額 2,315,212,469,665 円

期中追加設定元本額 1,073,087,081,610 円期中追加設定元本額 570,082,884,880 円

期中一部交換元本額 615,374,737,070 円期中一部交換元本額 321,084,190,306 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

種類

第 15期(平成 28年 7月 8日現在) 第 16期中間計算期間末(平成 29年 1 月 8日現在)

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

株価指数先物取引

買建 36,334,005,999 － 33,400,080,000 △2,934,999,573 74,343,365,000 － 78,143,200,000 3,797,877,392
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合計 36,334,005,999 － 33,400,080,000 △2,934,999,573 74,343,365,000 － 78,143,200,000 3,797,877,392

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、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。


