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平成23年７月期（平成22年７月９日～平成23年７月８日）決算短信 

平成23年８月15日 

フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド TOPIX Small 日本小型株               上場取引所 東証 
コ ー ド 番 号  1318                                                 
連 動 対 象 指 標 TOPIX Small 
主 要 投 資 資 産 株式 
売 買 単 位  10口              
管 理 会 社 日興アセットマネジメント株式会社  URL http://www.nikkoam.com/        
代 表 者 名  取締役社長  ビリー・ウェード・ワイルダー 
問合せ先責任者 ＥＴＦセンター  今井 幸英  ＴＥＬ (03)6447－6581 
 
有価証券報告書提出予定日 平成23年10月７日 
分配金支払開始予定日   平成23年８月16日 
 
 

Ⅰ ファンドの運用状況 
 

 

１．23年７月期の運用状況（平成22年７月９日～平成23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
 
23年７月期 
22年７月期 

百万円    ％ 

859  （ 99.9）
823  （ 99.9）

百万円   ％

0  （0.1）
1  （0.1）

百万円   ％

860  （100.0）
824  （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） 

 
23年７月期 
22年７月期 

千口 

916 
916 

千口

0
0

千口 

0 
0 

千口

916
916

 
(3)基準価額 
 総資産 

（①） 
負債 
（②） 

純資産 
（③(①－②)）

10口当たり基準価額 

（（③/当計算期間末発行済口数）×10） 
 

23年７月期 
22年７月期 

百万円 

878 
841 

百万円

17 
16 

百万円

860 
824 

円

9,385.2 
8,998.5 

 
(4)分配金  
 100 口当たり分配金 

 
23年７月期 
22年７月期 

円

1,380 
1,220 

 
 
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)

期別 第3期 

平成22年 7月 8日現在 

第4期 

平成23年 7月 8日現在 

科目 金額 金額 

資産の部 

流動資産 

コール・ローン 5,499,879 11,666,854

株式 823,858,562 859,503,535

未収入金 11,231,306 6,217,415

未収配当金 800,625 833,850

未収利息 ― 15

流動資産合計 841,390,372 878,221,669

資産合計 841,390,372 878,221,669

負債の部 

流動負債 

未払収益分配金 11,184,960 12,651,840

未払受託者報酬 452,642 431,453

未払委託者報酬 4,074,946 3,884,217

その他未払費用 696,581 821,779

流動負債合計 16,409,129 17,789,289

負債合計 16,409,129 17,789,289

純資産の部 

元本等 

元本 980,059,200 980,059,200

剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △155,077,957 △119,626,820

(分配準備積立金) 31,182 85,586

元本等合計 824,981,243 860,432,380

純資産合計 824,981,243 860,432,380

負債純資産合計 841,390,372 878,221,669
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（２）損益及び剰余金計算書   

  (単位:円)

期別 第3期 

自 平成21年 7月 9日 

至 平成22年 7月 8日 

第4期 

自 平成22年 7月 9日 

至 平成23年 7月 8日 

科目 金額 金額 

営業収益 

受取配当金 16,201,453 17,840,668

受取利息 2,405 2,044

有価証券売買等損益 △42,495,479 35,396,733

その他収益 953 981

営業収益合計 △26,290,668 53,240,426

営業費用 

受託者報酬 452,642 431,453

委託者報酬 4,074,946 3,884,217

その他費用 696,581 821,779

営業費用合計 5,224,169 5,137,449

営業利益又は営業損失（△） △31,514,837 48,102,977

経常利益又は経常損失（△） △31,514,837 48,102,977

当期純利益又は当期純損失（△） △31,514,837 48,102,977

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（△） △112,378,160 △155,077,957

剰余金増加額又は欠損金減少額 ― ―

当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金

減少額 
― ―

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 ― ―

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 
― ―

分配金 11,184,960 12,651,840

期末剰余金又は期末欠損金（△） △155,077,957 △119,626,820
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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） 

期別 

 
項目 

第3期 

自 平成21年 7月 9日 

至 平成22年 7月 8日 

第4期 

自 平成22年 7月 9日 

至 平成23年 7月 8日 

 有価証券の評価基準及び評価

方法 

株式は移動平均法に基づき、以下のとお

り原則として時価で評価しております。

株式は移動平均法に基づき、以下のとお

り原則として時価で評価しております。

  （1）金融商品取引所等に上場されている

有価証券 

金融商品取引所等に上場されている

有価証券は、原則として金融商品取

引所等における計算期間末日の最終

相場（外貨建証券の場合は計算期間

末日において知りうる直近の日の最

終相場）で評価しております。 

（1）金融商品取引所等に上場されている

有価証券 

 

同左 

  （2）金融商品取引所等に上場されていな

い有価証券 

当該有価証券については、原則とし

て、日本証券業協会等発表の店頭売

買参考統計値（平均値）等、金融商

品取引業者、銀行等の提示する価額

（ただし、売気配相場は使用しない）

又は価格提供会社の提供する価額の

いずれかから入手した価額で評価し

ております。 

（2）金融商品取引所等に上場されていな

い有価証券 

 

同左 

  （3）時価が入手できなかった有価証券 

適正な評価額を入手できなかった場

合又は入手した評価額が時価と認定

できない事由が認められた場合は、

投資信託委託会社が忠実義務に基づ

いて合理的な事由をもって時価と認

めた価額もしくは受託者と協議のう

え両者が合理的事由をもって時価と

認めた価額で評価しております。 

（3）時価が入手できなかった有価証券 

 

同左 
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（貸借対照表に関する注記） 

第3期 

平成22年 7月 8日現在 

第4期 

平成23年 7月 8日現在 

1. 期首元本額 980,059,200円 1. 期首元本額 980,059,200円

 期中追加設定元本額 ―円 期中追加設定元本額 ―円

 期中一部交換元本額 ―円 期中一部交換元本額 ―円

2. 計算期間末日における受

益権の総数 
916,800口

2. 計算期間末日における受

益権の総数 
916,800口

3. 元本の欠損 

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、

その差額は155,077,957円であります。 

      

3. 元本の欠損 

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、

その差額は119,626,820円であります。 

      

 
（損益及び剰余金計算書に関する注記） 

 第3期 

自 平成21年 7月 9日 

至 平成22年 7月 8日 

 第4期 

自 平成22年 7月 9日 

至 平成23年 7月 8日 

 分配金の計算過程   分配金の計算過程  

Ａ 当期配当等収益額 16,204,811 円 Ａ 当期配当等収益額 17,843,693 円

Ｂ 分配準備積立金 235,500 円 Ｂ 分配準備積立金 31,182 円

Ｃ 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ） 16,440,311 円 Ｃ 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ） 17,874,875 円

Ｄ 経費 5,224,169 円 Ｄ 経費 5,137,449 円

Ｅ 収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 11,216,142 円 Ｅ 収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 12,737,426 円

Ｆ 収益分配金額 11,184,960 円 Ｆ 収益分配金額 12,651,840 円

Ｇ 次期繰越金（分配準備積立

金）（Ｅ-Ｆ） 

31,182 円 Ｇ 次期繰越金（分配準備積立

金）（Ｅ-Ｆ） 

85,586 円

Ｈ 口数 916,800 口 Ｈ 口数 916,800 口

Ｉ 分配金額（１口当たり） 

    （百口当たり） 

12.20 円

1,220 円

Ｉ 分配金額（１口当たり） 

    （百口当たり） 

13.80 円

1,380 円
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（金融商品に関する注記） 
 
（追加情報） 
前期より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価
等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。 
 

I 金融商品の状況に関する事項 

 

第3期 

自 平成21年 7月 9日 

至 平成22年 7月 8日 

第4期 

自 平成22年 7月 9日 

至 平成23年 7月 8日 

金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証

券、デリバティブ取引等の金融商品の運用

を信託約款に定める「運用の基本方針」に

基づき行っております。 

同左 

金融商品の内容及び当該金融商

品に係るリスク 

当ファンドが運用する主な有価証券は、

「重要な会計方針に係る事項に関する注

記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」

に記載の有価証券等であり、全て売買目的

で保有しております。また、主なデリバテ

ィブ取引には、先物取引、オプション取引

等があり、信託財産に属する資産の効率的

な運用に資するために行うことができま

す。当該有価証券及びデリバティブ取引に

は、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、

流動性リスク、信用リスク等があります。

同左 

金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織である

リスクマネジメント部を設置し、全社的な

リスク管理活動のモニタリング、指導の一

元化を図っております。 

同左 
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

 

第3期 

自 平成21年 7月 9日 

至 平成22年 7月 8日 

第4期 

自 平成22年 7月 9日 

至 平成23年 7月 8日 

貸借対照表計上額、時価及びそ

の差額 

貸借対照表計上額は期末の時価で計上して

いるため、その差額はありません。 
同左 

時価の算定方法 (1) 有価証券 

売買目的有価証券 

重要な会計方針に係る事項に関する注記

「有価証券の評価基準及び評価方法」に記

載しております。 

(1) 有価証券 

 

同左 

  (2) デリバティブ取引 

該当事項はありません。 

(2) デリバティブ取引 

同左 

 (3) 上記以外の金融商品   

短期間で決済されることから、時価は帳簿

価額と近似しているため、当該金融商品の

時価を帳簿価額としております。   

(3) 上記以外の金融商品  

 

同左 

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。 

同左 

 



                       上場インデックスファンド TOPIX Small 日本小型株（1318）平成 23 年７月期決算短信 

8 

 
（有価証券に関する注記） 
 
第3期（自 平成21年7月9日 至 平成22年7月8日） 
売買目的有価証券 

 （単位：円）

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 

株式 △46,749,570

合計 △46,749,570

 

第4期（自 平成22年7月9日 至 平成23年7月8日） 
売買目的有価証券 

 （単位：円）

種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 

株式 35,095,704

合計 35,095,704

 

（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） 

第 3期 

平成 22 年 7 月 8 日現在 

第 4期 

平成 23 年 7 月 8 日現在 

1 口当たり純資産額 899.85 円 1 口当たり純資産額 938.52 円 

（百口当たり純資産額） （89,985 円） （百口当たり純資産額） （93,852 円）

 


