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2021年1月期（2020年7月9日～2021年1月8日)決算短信
  2021年2月19日

ファンド名 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 上場取引所 東証

コード番号 1473

連動対象指標 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）

主要投資資産 株式

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 2021年4月8日

分配金支払開始日 2021年2月16日

Ⅰファンドの運用状況

１．2021年1月期の運用状況(2020年7月9日～2021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 ％

2021年1月期 305,342 (98.8) 3,569 (1.2) 308,912 (100.0)

2020年7月期 231,502 (98.7) 3,062 (1.3) 234,565 (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

2021年1月期 149,342 57,846 42,434 164,754

2020年7月期 117,993 81,712 50,364 149,342

（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

2021年1月期 386,807 77,895 308,912 187,498

2020年7月期 331,195 96,630 234,565 157,066

（4）分配金

100口当たり分配金

円

2021年1月期 1,380

2020年7月期 1,730

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）

第10期
2020年7月8日現在

第11期
2021年1月8日現在

資産の部

流動資産

コール・ローン 98,945,669,61780,492,757,635

株式 231,502,723,980305,342,129,220

派生商品評価勘定 － 186,717,300

未収入金 － 122,293,760

未収配当金 306,091,135 301,280,122

未収利息 4,698,928 344,840

前払金 179,766,270 20

その他未収収益 55,533,552 84,240,076

差入委託証拠金 201,465,000 277,890,000

流動資産合計 331,195,948,482386,807,652,973

資産合計 331,195,948,482386,807,652,973

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 125,015,670 －

前受金 － 214,640,000

未払金 108,791,040 －

未払収益分配金 2,583,622,309 2,273,615,812

未払受託者報酬 38,642,643 51,884,385

未払委託者報酬 61,713,605 84,030,653

未払利息 － 36,290

受入担保金 93,654,371,24375,232,782,176

その他未払費用 58,363,230 38,596,634

流動負債合計 96,630,519,74077,895,585,950

負債合計 96,630,519,74077,895,585,950

純資産の部

元本等

元本 220,279,936,750243,013,284,275

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 14,285,491,99265,898,782,748

（分配準備積立金） 1,771,855 13,502,082

元本等合計 234,565,428,742308,912,067,023

純資産合計 234,565,428,742308,912,067,023

負債純資産合計 331,195,948,482386,807,652,973
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（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第10期
自 2020年1月9日
至 2020年7月8日

第11期
自 2020年7月9日
至 2021年1月8日

営業収益

受取配当金 2,228,734,262 2,049,691,845

受取利息 16,641,125 16,967,390

有価証券売買等損益 △19,161,492,06247,602,678,974

派生商品取引等損益 73,832,940 875,342,010

その他収益 491,913,748 427,720,847

営業収益合計 △16,350,369,98750,972,401,066

営業費用

支払利息 17,362,615 17,710,908

受託者報酬 38,642,643 51,884,385

委託者報酬 61,713,605 84,030,653

その他費用 42,826,558 55,408,097

営業費用合計 160,545,421 209,034,043

営業利益又は営業損失（△） △16,510,915,40850,763,367,023

経常利益又は経常損失（△） △16,510,915,40850,763,367,023

当期純利益又は当期純損失（△） △16,510,915,40850,763,367,023

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（△） 27,875,513,55114,285,491,992

剰余金増加額又は欠損金減少額 5,504,516,158 13,356,685,000

当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
2,376,256,350 －

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
3,128,259,808 13,356,685,000

剰余金減少額又は欠損金増加額 － 10,233,145,455

当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－ 10,233,145,455

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 2,583,622,309 2,273,615,812

期末剰余金又は期末欠損金（△） 14,285,491,99265,898,782,748
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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

第11期

自 2020年7月9日

至 2021年1月8日

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10期

2020年7月8日現在

第11期

2021年1月8日現在

１. 期首元本額 174,040,739,950円 220,279,936,750円

期中追加設定元本額 120,526,380,000円 85,323,882,500円

期中一部交換元本額 74,287,183,200円 62,590,534,975円

２. 受益権の総数 149,342,330口 164,754,769口

３. 有価証券の消費貸借契約により貸

し付けた有価証券

88,067,768,950円 73,718,193,560円
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目

第10期

自 2020年1月9日

至 2020年7月8日

第11期

自 2020年7月9日

至 2021年1月8日

１. その他費用 その他費用の内訳は、監査費用

（505,236円）、ライセンス料

（30,582,084円）、その他

（11,739,238円）となっておりま

す。

その他費用の内訳は、監査費用

（548,272円）、ライセンス料

（41,273,940円）、その他

（13,585,885円）となっておりま

す。

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（2,719,926,520円）

及び分配準備積立金（8,650,450円）

の合計額から、経費（143,182,806

円）を控除して計算される分配対象

額は2,585,394,164円（100口当たり

1,731円）であり、うち

2,583,622,309円（100口当たり1,730

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（2,476,669,174円）

及び分配準備積立金（1,771,855円）

の合計額から、経費（191,323,135

円）を控除して計算される分配対象

額は2,287,117,894円（100口当たり

1,388円）であり、うち

2,273,615,812円（100口当たり1,380

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10期

自 2020年1月9日

至 2020年7月8日

第11期

自 2020年7月9日

至 2021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、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10期

2020年7月8日現在

第11期

2021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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第10期

2020年7月8日現在

第11期

2021年1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 △6,284,728,238 41,466,212,840

合計 △6,284,728,238 41,466,212,840
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（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類

第10期

2020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 3,213,430,000 － 3,088,480,000 △124,950,000

合計 3,213,430,000 － 3,088,480,000 △124,950,000

種類

第11期

2021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 3,344,370,000 － 3,531,150,000 186,780,000

合計 3,344,370,000 － 3,531,150,000 186,780,000

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

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）

第10期

2020年7月8日現在

第11期

2021年1月8日現在

1口当たり純資産額 1,570.66円 1,874.98円

（100口当たり純資産額） (157,066円) (187,498円)


