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2023年1月期（2022年7月9日～2023年1月8日)決算短信
2023年2月20日

ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 上場取引所 東証

コード番号 2556

連動対象指標 東証ＲＥＩＴ指数

主要投資資産 投資証券

売買単位 10口

管理会社 アセットマネジメントOne株式会社 ＵＲＬ   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 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100

有価証券報告書提出予定日 2023年4月7日

分配金支払開始日 2023年2月16日

Ⅰファンドの運用状況

１．2023年1月期の運用状況(2022年7月9日～2023年1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 ％

2023年1月期 93,268 (98.2) 1,670 (1.8) 94,939 (100.0)

2022年7月期 102,478 (98.6) 1,465 (1.4) 103,943 (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

2023年1月期 52,574 10,065 12,088 50,551

2022年7月期 42,559 18,318 8,304 52,574

（3）基準価額

総資産

（①）

負債

（②）

純資産

（③（①－②））

100口当たり基準価額

((③/当計算期間末発行済口数)×100)

百万円 百万円 百万円 円

2023年1月期 95,732 793 94,939 187,808

2022年7月期 104,729 785 103,943 197,709

（4）分配金

100口当たり分配金

円

2023年1月期 1,260

2022年10月期 2,080

2022年7月期 1,250

2022年4月期 2,030

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
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Ⅱ財務諸表等

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

前期
2022年7月8日現在

当期
2023年1月8日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 1,186,460,658 1,545,282,926

投資証券 102,478,589,70093,268,886,500

未収入金 202,743,404 －

未収配当金 707,542,232 682,582,122

前払金 40,139,950 78,795,900

差入委託証拠金 113,544,000 157,119,000

流動資産合計 104,729,019,94495,732,666,448

資産合計 104,729,019,94495,732,666,448

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 43,931,110 73,441,220

未払金 16,435,200 30,936,500

未払収益分配金 657,176,500 636,946,178

未払受託者報酬 6,725,759 6,261,288

未払委託者報酬 34,974,015 32,558,842

未払利息 － 2,060

その他未払費用 26,026,667 13,256,197

流動負債合計 785,269,251 793,402,285

負債合計 785,269,251 793,402,285

純資産の部

元本等

元本 107,146,056,560103,023,516,792

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,202,305,867△8,084,252,629

（分配準備積立金） 4,630,715 4,481,248

元本等合計 103,943,750,69394,939,264,163

純資産合計 103,943,750,69394,939,264,163

負債純資産合計 104,729,019,94495,732,666,448
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（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

前期
自 2022年1月9日
至 2022年7月8日

当期
自 2022年7月9日
至 2023年1月8日

営業収益

受取配当金 1,727,955,135 1,673,674,257

受取利息 3,881 4,829

有価証券売買等損益 △3,202,735,320△4,372,141,661

派生商品取引等損益 △3,891,080 △105,059,300

その他収益 537 2

営業収益合計 △1,478,666,847△2,803,521,873

営業費用

支払利息 111,893 380,656

受託者報酬 12,738,402 12,516,564

委託者報酬 66,239,871 65,086,394

その他費用 23,337,920 19,180,576

営業費用合計 102,428,086 97,164,190

営業利益又は営業損失（△） △1,581,094,933△2,900,686,063

経常利益又は経常損失（△） △1,581,094,933△2,900,686,063

当期純利益又は当期純損失（△） △1,581,094,933△2,900,686,063

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（△） 698,131,584 △3,202,305,867

剰余金増加額又は欠損金減少額 419,320,570 348,829,768

当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
419,320,570 348,829,768

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－ －

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,115,339,249 753,426,102

当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－ －

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
1,115,339,249 753,426,102

分配金 1,623,323,839 1,576,664,365

期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,202,305,867△8,084,252,629
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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）

項目

当期

自 2022年7月9日

至 2023年1月8日

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券

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
前期

2022年7月8日現在

当期

2023年1月8日現在

１. 期首元本額 86,736,739,930円 107,146,056,560円

期中追加設定元本額 37,333,714,400円 20,513,285,200円

期中一部交換元本額 16,924,397,770円 24,635,824,968円

２. 受益権の総数 52,574,120口 50,551,284口

３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお

り、その差額は3,202,305,867円であ

ります。

純資産額が元本総額を下回ってお

り、その差額は8,084,252,629円であ

ります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目

前期

自 2022年1月9日

至 2022年7月8日

当期

自 2022年7月9日

至 2023年1月8日

１. その他費用 その他費用の内訳は、監査費用

（277,197円）、ライセンス料

（13,023,532円）、その他

（10,037,191円）となっておりま

す。

その他費用の内訳は、監査費用

（274,000円）、ライセンス料

（12,478,051円）、その他

（6,428,525円）となっております。

２. 分配金の計算過程 （自2022年1月9日 至2022年4月8

日）

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（1,014,457,099円）

及び分配準備積立金（2,423,087円）

（自2022年7月9日 至2022年10月8

日）

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（984,969,736円）及

び分配準備積立金（4,630,715円）の
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の合計額から、経費（50,413,877

円）を控除して計算される分配対象

額は966,466,309円（100口当たり

2,030円）であり、うち966,147,339

円（100口当たり2,030円）を分配金

額としております。

合計額から、経費（48,429,635円）

を控除して計算される分配対象額は

941,170,816円（100口当たり2,083

円）であり、うち939,718,187円

（100口当たり2,080円）を分配金額

としております。

（自2022年4月9日 至2022年7月8

日）

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（713,390,561円）及

び分配準備積立金（318,970円）の合

計額から、経費（51,902,316円）を

控除して計算される分配対象額は

661,807,215円（100口当たり1,258

円）であり、うち657,176,500円

（100口当たり1,250円）を分配金額

としております。

（自2022年10月9日 至2023年1月8

日）

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（688,328,696円）及

び分配準備積立金（1,452,629円）の

合計額から、経費（48,353,899円）

を控除して計算される分配対象額は

641,427,426円（100口当たり1,268

円）であり、うち636,946,178円

（100口当たり1,260円）を分配金額

としております。

（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

前期

自 2022年1月9日

至 2022年7月8日

当期

自 2022年7月9日

至 2023年1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、

市場リスク（価格変動リスク、為替

変動リスク、金利変動リスク）、信

用リスク、及び流動性リスクを有し

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、不動産投信指数

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、不動産投資信託証券の価格の

変動によるリスクを有しておりま

す。

同左
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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。運用評価委員会等はこ

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

２．金融商品の時価等に関する事項

項目
前期

2022年7月8日現在

当期

2023年1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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

前期

2022年7月8日現在

当期

2023年1月8日現在

最終計算期間の

損益に含まれた

最終計算期間の

損益に含まれた
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評価差額（円） 評価差額（円）

投資証券 △1,095,879,355 △4,550,179,002

合計 △1,095,879,355 △4,550,179,002

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類

前期

2022年7月8日現在

契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）

うち

１年超

市場取引

先物取引

買建 1,499,903,950 － 1,456,056,000 △43,847,950

合計 1,499,903,950 － 1,456,056,000 △43,847,950

種類

当期

2023年1月8日現在

契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）

うち

１年超

市場取引

先物取引

買建 1,739,564,900 － 1,666,224,000 △73,340,900

合計 1,739,564,900 － 1,666,224,000 △73,340,900

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

１． 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）

前期

2022年7月8日現在

当期

2023年1月8日現在

1口当たり純資産額 1,977.09円 1,878.08円

（100口当たり純資産額） (197,709円) (187,808円)


