
 

 

1 

 

 

平成 30年 7月期（平成 30年 1月 9日～平成 30年 7月 8日）決算短信 
 平成30年 8月 15日 

 

フ ァ ン ド 名 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 

コ ー ド 番 号 1474 上 場 取 引 所 東証 

連動対象指標 ＪＰＸ日経インデックス４００ 売 買 単 位 １口 

主要投資資産 株式 

管 理 会 社 アセットマネジメント One株式会社 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.am-one.co.jp 

代 表 者 名 取締役社長 菅野 暁 

問合せ先責任者 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直 TEL (03)-6774-5100 

    

有価証券報告書提出予定日 平成30年 10月 5日   

分配金支払開始日 平成30年 8月 16日   
 

Ⅰ ファンドの運用状況 
 
１．平成 30年 7月期の運用状況（平成 30年 1月 9日～平成 30年 7月 8日） 
 
(1)資産内訳                                                            （百万円未満切捨て） 

 
主要投資資産 

現金・預金・その他の資産 
（負債控除後） 

合計（純資産） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 百万円 % 百万円 % 百万円 % 

平成 30年 7月期 103,435 (99.1) 946 (0.9) 104,382 (100.0) 
平成 30年 1月期 100,026 (99.1) 946 (0.9) 100,972 (100.0) 

 
(2)設定・交換実績 

 
前計算期間末 
発行済口数(①) 

設定口数(②) 交換口数(③) 
当計算期間末 
発行済口数 
(①＋②－③) 

 千口 千口 千口 千口 

平成 30年 7月期 6,044 2,788 1,894 6,939 
平成 30年 1月期 5,050 2,584 1,590 6,044 

 
(3)基準価額 

 
総資産 
(①) 

負債 
(②) 

純資産 
(③(①－②)) 

1口当たり基準価額 
((③/当計算期間末発行済口数)) 

 百万円 百万円 百万円 円 

平成 30年 7月期 107,784 3,401 104,382 15,042 
平成 30年 1月期 101,858 886 100,972 16,705 

 
(4)分配金 

 1口当たり分配金 

 円 

平成 30年 7月期 147 
平成 30年 1月期 118 

 
２．会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

② ①以外の変更 無 

http://www.am-one.co.jp/
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Ⅱ 財務諸表等 

【Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００】 

（１）【貸借対照表】 

  （単位：円） 

 
第5期 

平成30年1月8日現在 
第6期 

平成30年7月8日現在 

資産の部   
流動資産   

コール・ローン 1,557,783,552 4,034,300,169 
株式 100,026,324,670 103,435,816,240 
派生商品評価勘定 54,039,504 － 
未収入金 45,646,084 － 
未収配当金 134,464,950 150,365,021 
未収利息 － 210,909 
前払金 508,378 107,004,004 
その他未収収益 － 2,066,449 
差入委託証拠金 40,149,648 54,264,912 
流動資産合計 101,858,916,786 107,784,027,704 

資産合計 101,858,916,786 107,784,027,704 
負債の部   

流動負債   
派生商品評価勘定 － 38,704,932 
前受金 79,742,948 － 
未払金 － 46,346,674 
未払収益分配金 713,265,160 1,020,085,332 
未払受託者報酬 13,579,946 16,786,047 
未払委託者報酬 63,373,290 77,175,219 
未払利息 5,970 20,268 
受入担保金 － 2,163,636,930 
その他未払費用 16,334,425 38,561,129 
流動負債合計 886,301,739 3,401,316,531 

負債合計 886,301,739 3,401,316,531 
純資産の部   

元本等   
元本 ※１ 80,073,081,140 ※１ 91,925,648,932 
剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,899,533,907 12,457,062,241 
（分配準備積立金） 3,124,415 3,076,719 

元本等合計 100,972,615,047 104,382,711,173 
純資産合計 100,972,615,047 104,382,711,173 

負債純資産合計 101,858,916,786 107,784,027,704 
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（２）【損益及び剰余金計算書】 

  （単位：円） 

 
第5期 

自 平成29年7月9日 
至 平成30年1月8日 

第6期 
自 平成30年1月9日 
至 平成30年7月8日 

営業収益   
受取配当金 814,464,072 1,138,885,982 
受取利息 680 446,662 
有価証券売買等損益 12,959,314,489 △10,637,962,494 
派生商品取引等損益 208,070,420 △92,083,197 
その他収益 748,576 4,323,675 
営業収益合計 13,982,598,237 △9,586,389,372 

営業費用   
支払利息 346,181 876,495 
受託者報酬 13,579,946 16,786,047 
委託者報酬 63,373,290 77,175,219 
その他費用 ※１ 22,350,031 ※１ 28,780,922 
営業費用合計 99,649,448 123,618,683 

営業利益又は営業損失（△） 13,882,948,789 △9,710,008,055 
経常利益又は経常損失（△） 13,882,948,789 △9,710,008,055 
当期純利益又は当期純損失（△） 13,882,948,789 △9,710,008,055 
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交

換に伴う当期純損失金額の分配額（△） 
－ － 

期首剰余金又は期首欠損金（△） 5,489,414,092 20,899,533,907 
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,044,423,898 8,642,360,913 

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額 
5,044,423,898 8,642,360,913 

剰余金減少額又は欠損金増加額 2,803,987,712 6,354,739,192 
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額 
2,803,987,712 6,354,739,192 

分配金 ※２ 713,265,160 ※２ 1,020,085,332 
期末剰余金又は期末欠損金（△） 20,899,533,907 12,457,062,241 
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（３）【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 

  移動平均法に基づき、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、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ

いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気

配相場に基づいて評価しております。 

   

２． デリバティブ等の評価基準及び評

価方法 

先物取引 

  個別法に基づき、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、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等

の発表する清算値段又は最終相場によっております。 

   

３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金 

  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。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

項目 
第5期 

平成30年1月8日現在 

第6期 

平成30年7月8日現在 

１． ※１ 期首元本額 66,907,801,883円 80,073,081,140円 

  期中追加設定元本額 34,234,155,865円 36,944,293,360円 

  期中一部交換元本額 21,068,876,608円 25,091,725,568円 

     

２． 

 

３． 

 

 

 

受益権の総数 

 

有価証券の消費貸借契約

により貸し付けた有価証

券 

6,044,620口 

 

 

―――――― 

 

6,939,356口 

 

 

 

2,048,350,900円 
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（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

項目 

第5期 

自 平成29年7月9日 

至 平成30年1月8日 

第6期 

自 平成30年1月9日 

至 平成30年7月8日 

１． ※１ その他費用 その他費用の内訳は、監査費用

（407,418円）、ライセンス料

（17,591,536円）、その他

（4,351,077円）となっておりま

す。 

その他費用の内訳は、監査費用

（327,970円）、ライセンス料

（22,210,060円）、その他

（6,242,892円）となっておりま

す。 

     

２． ※２ 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当

金、配当株式、受取利息及びその他

収益金から支払利息を控除した当期

配当金等収益額（814,867,147円）

及び分配準備積立金（825,695円）

の合計額から、経費（99,303,267

円）を控除して計算される分配対象

額は716,389,575円（1口当たり118

円）であり、うち713,265,160円（1

口当たり118円）を分配金額として

おります。 

当計算期間中に計上した受取配当

金、配当株式、受取利息及びその他

収益金から支払利息を控除した当期

配当金等収益額（1,142,779,824

円）及び分配準備積立金

（3,124,415円）の合計額から、経

費（122,742,188円）を控除して計

算される分配対象額は

1,023,162,051円（1口当たり147

円）であり、うち1,020,085,332円

（1口当たり147円）を分配金額とし

ております。 
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（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

項目 

第5期 

自 平成29年7月9日 

至 平成30年1月8日 

第6期 

自 平成30年1月9日 

至 平成30年7月8日 

１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ

り、信託約款に規定する「運用の基

本方針」に従い、有価証券等の金融

商品に対して投資として運用するこ

とを目的としております。 

同左 

    

２． 金融商品の内容及び当該金融商品

に係るリスク 

当ファンドが保有する金融商品の種

類は、有価証券、デリバティブ取

引、コール・ローン等の金銭債権及

び金銭債務であります。これらは、

価格変動リスク、金利変動リスクな

どの市場リスク、信用リスク及び流

動性リスク等のリスクに晒されてお

ります。 

また、当ファンドの利用しているデ

リバティブ取引は、株価指数先物取

引であります。当該デリバティブ取

引は、信託財産が運用対象とする資

産の価格変動リスクの低減及び信託

財産に属する資産の効率的な運用に

資する事を目的とし行っており、株

価の変動によるリスクを有しており

ます。 

同左 

 

    

３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ

イアンス・リスク管理担当部署が、

運用リスクを把握、管理し、その結

果に基づき運用担当部署へ対応の指

示等を行うことにより、適切な管理

を行います。リスク管理に関する委

員会等はこれらの運用リスク管理状

況の報告を受け、総合的な見地から

運用状況全般の管理を行います。 

同左 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

項目 
第5期 

平成30年1月8日現在 

第6期 

平成30年7月8日現在 

１． 貸借対照表計上額、時価及びその

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。 

同左 

    

２． 時価の算定方法 (１)有価証券 

「（重要な会計方針に係る事項に関

する注記）」にて記載しておりま

す。 

(２)デリバティブ取引 

「（デリバティブ取引等に関する注

記）」にて記載しております。 

(３)上記以外の金融商品 

上記以外の金融商品（コール・ロー

ン等の金銭債権及び金銭債務）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。 

同左 

    

３． 金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明 

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

契約額であり、当該金額自体がデリ

バティブ取引のリスクの大きさを示

すものではありません。 

同左 
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（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券 

種類 

第5期 

平成30年1月8日現在 

第6期 

平成30年7月8日現在 

当期の 

損益に含まれた 

評価差額（円） 

当期の 

損益に含まれた 

評価差額（円） 

株式 11,995,553,776 △10,413,459,139 

合計 11,995,553,776 △10,413,459,139 

 

（デリバティブ取引等に関する注記） 

株式関連 

種類 

第5期 

平成30年1月8日 現在 

第6期 

平成30年7月8日 現在 

契約額等  時価 

（円） 

評価損益 

（円） 

契約額等  時価 

（円） 

評価損益 

（円） （円） うち 

１年超 

（円） うち 

１年超 

市場取引         

         

先物取引         

         

買 建 882,191,800 － 936,292,000 54,100,200 981,193,500 － 942,556,500 △38,637,000 

         

         

合計 882,191,800 － 936,292,000 54,100,200 981,193,500 － 942,556,500 △38,637,000 

（注）１．時価の算定方法 

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 

２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。 

３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（1口当たり情報に関する注記） 

 
第5期 

平成30年1月8日現在 

第6期 

平成30年7月8日現在 

1口当たり純資産額 16,705円 15,042円 

 

 


