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Ⅰ ファンドの運用状況 
 
１．2021年２月期の運用状況（2020年８月 10日～2021年２月９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 ２月期 250,648 99.6 1,093   0.4 251,741 100.0 
2020 年 ８月期 185,126   99.6  673 0.4 185,799   100.0 
 
（２）設定・交換実績                                   （千口未満切捨て） 

 
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 ２月期 13,132 1,540 453 14,218 
2020 年 ８月期 12,600 1,610 1,078 13,132 
 
（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 

2021 年 ２月期 253,944 2,203 251,741 17,705 
2020 年 ８月期 188,141   2,342   185,799   14,149   
 
（４）分配金 

 1 口当たり分配金 

 円 

2021 年 ２月期 136        
2020 年 ８月期 165        
 
２．会計方針の変更 

（１）会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有・無 

（２）（１）以外の会計方針の変更 ：有・無 

 



ｉシェアーズ JPX 日経 400 ETF（1364）2021 年２月期 決算短信 

－ 2 － 

Ⅱ 財務諸表 

【iシェアーズ JPX日経400 ETF】 

(1)【貸借対照表】

（単位：円） 

第11期 
(2020年８月９日現在) 

第12期 
(2021年２月９日現在) 

資産の部 
流動資産 

金銭信託 785,386,047 884,835,493 
株式 185,126,100,570 250,648,307,280 
派生商品評価勘定 360,179 72,554,021 
未収入金 1,916,645,793 1,963,828,835 
未収配当金 274,149,310 329,454,850 
前払金 2,899,824 － 
その他未収収益 61,173 403,469 
差入委託証拠金 36,205,727 45,461,000 

流動資産合計 188,141,808,623 253,944,844,948 
資産合計 188,141,808,623 253,944,844,948 
負債の部 

流動負債 
派生商品評価勘定 3,305,554 － 
前受金 － 70,999,791 
未払金 7,973,167 － 
未払収益分配金 2,166,788,415 1,933,781,688 
未払受託者報酬 29,488,181 35,546,640 
未払委託者報酬 83,549,942 100,715,559 
その他未払費用 51,065,737 62,347,822 

流動負債合計 2,342,170,996 2,203,391,500 
負債合計 2,342,170,996 2,203,391,500 
純資産の部 
元本等 

元本 168,563,006,636 182,514,865,788 
剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） 17,236,630,991 69,226,587,660 
（分配準備積立金） 6,778,571 6,606,457 

元本等合計 185,799,637,627 251,741,453,448 
純資産合計 185,799,637,627 251,741,453,448 
負債純資産合計 188,141,808,623 253,944,844,948 
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(2)【損益及び剰余金計算書】 

  （単位：円） 

 
第11期 

(自 2020年２月10日 
 至 2020年８月９日) 

第12期 
(自 2020年８月10日 

 至 2021年２月９日) 

営業収益   
受取配当金 2,325,758,193 2,128,735,684 
有価証券売買等損益 △19,161,639,040 48,062,221,444 
派生商品取引等損益 176,299,511 326,520,988 
その他収益 3,119,616 7,777,403 
営業収益合計 △16,656,461,720 50,525,255,519 

営業費用   
受託者報酬 29,488,181 35,546,640 
委託者報酬 83,549,942 100,715,559 
その他費用 52,542,453 66,641,314 
営業費用合計 165,580,576 202,903,513 

営業利益又は営業損失（△） △16,822,042,296 50,322,352,006 
経常利益又は経常損失（△） △16,822,042,296 50,322,352,006 
当期純利益又は当期純損失（△） △16,822,042,296 50,322,352,006 
期首剰余金又は期首欠損金（△） 36,617,068,079 17,236,630,991 
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,781,949,995 5,012,657,023 

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額 
1,781,949,995 5,012,657,023 

剰余金減少額又は欠損金増加額 2,173,556,372 1,411,270,672 
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額 
2,173,556,372 1,411,270,672 

分配金 2,166,788,415 1,933,781,688 
期末剰余金又は期末欠損金（△） 17,236,630,991 69,226,587,660 
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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 

株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り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、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近の

最終相場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 

当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報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。 

(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、委託会社が忠

実義務に基づいて合理的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。 

 

２ デリバティブの評価基準及び評価方法 

株価指数先物取引 

個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算期

間末日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。 

 

３ 収益及び費用の計上基準 

(1) 受取配当金の計上基準 

受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上してお

ります。 

(2) 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 
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(貸借対照表に関する注記) 

区分 
第11期 

(2020年８月９日現在) 

第12期 

(2021年２月９日現在) 

1 当該計算期間の末日における受益権総数 13,132,051口 14,218,983口 

2 １口当たり純資産額 14,149円 17,705円 

3 有価証券の消費貸借契約により貸し付け

た有価証券は次の通りであります。 
  

株式 55,687,500円 69,946,000円 

4 有価証券の消費貸借契約の担保として、

消費貸借により有価証券を受け入れてお

り、当期末に保有している有価証券は次の

とおりであります。 

  

株式 

公社債 

投資信託受益証券 

55,487,202円 

1,029,143円 

5,766,063円 

63,290,336円 

－ 

16,495,687円 

 

 

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記) 

区分 

第11期 

（自 2020年２月10日 

  至 2020年８月９日） 

第12期 

（自 2020年８月10日 

  至 2021年２月９日） 

分配金の

計算過程 
Ａ．当期配当等収益額       2,328,877,809円 

Ｂ．分配準備積立金          10,269,753円 

Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)   2,339,147,562円 

Ｄ．経費              165,580,576円 

Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)    2,173,566,986円 

Ｆ．収益分配金          2,166,788,415円 

Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ) 6,778,571円 

Ｈ．口数               13,132,051口 

Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)    165円 

Ａ．当期配当等収益額       2,136,513,087円 

Ｂ．分配準備積立金          6,778,571円 

Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)   2,143,291,658円 

Ｄ．経費              202,903,513円 

Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)    1,940,388,145円 

Ｆ．収益分配金          1,933,781,688円 

Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ) 6,606,457円 

Ｈ．口数               14,218,983口 

Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)    136円 
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(金融商品に関する注記) 
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 

１ 金融商品に対する取組方針 

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める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。 

 

２ 金融商品の内容及び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。当ファンドが保有する有価証券は株式であります。 

当ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「有価証券の貸付等におけるリスク」等がありま

す。 

 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、有価証券の価格変動リスクを回避するた

め、または信託財産の効率的運用目的で行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動に

よる価格変動リスクであります。 

 

３ 金融商品に係るリスク管理体制 
(1) 市場リスクの管理 
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部

署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ

ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され適切な調整を行います。 
(2) 信用リスクの管理 
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分

析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・

チームとの情報・分析結果を共有しております。 
(3) 取引先リスクの管理 
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー

ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、

発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部

が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国の BlackRock, Inc.のRQA 

Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。 

 

また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。 
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 

第11期 

(2020年８月９日現在) 

第12期 

(2021年２月９日現在) 

１．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。 

 

１．貸借対照表計上額、時価及び差額 

  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

記載しております。 

（2）デリバティブ取引 
デリバティブ取引については、「（その他の注

記）」の「３ デリバティブ取引関係」に記載して

おります。 

（3）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、時価は

帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

 

２．時価の算定方法 

(1) 有価証券 

同左 

 

（2）デリバティブ取引 
同左 

 

 

（3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 

同左 

 

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、市場価額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又

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま

せん。 

 

３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明 

  同左 

 

４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 

  金銭債権については全て１年以内に償還予定であり

ます。 

４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 

  同左 

 

 

(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。 
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(その他の注記) 

１ 期中元本変動額 

項目 
第11期 

(2020年８月９日現在) 
第12期 

(2021年２月９日現在) 

 

期首元本額 
期中追加設定元本額 
期中一部交換元本額 

 

 

161,745,909,724円 
20,665,960,000円 
13,848,863,088円 

 

168,563,006,636円 
19,767,440,000円 
5,815,580,848円 

 

 

２ 有価証券関係 

売買目的有価証券 

種類 

第11期 

(2020年８月９日現在) 

第12期 

(2021年２月９日現在) 

当計算期間の損益に含まれた評価差額 

（円） 

当計算期間の損益に含まれた評価差額 

（円） 

株式 △17,748,117,764 44,698,424,303 

合計 △17,748,117,764 44,698,424,303 

 

 

３ デリバティブ取引関係 

取引の時価等に関する事項 

株式関連 

区 

分 
種類 

第11期(2020年８月９日現在) 第12期(2021年２月９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 
(円) 

 

うち 
1年超 
(円) 

市 
場 
取 
引 

株価指数 
先物取引 

 

買建 

575,874,824 － 572,975,000 △2,899,824 865,389,209 － 938,003,000 72,613,791 

合計 575,874,824 － 572,975,000 △2,899,824 865,389,209 － 938,003,000 72,613,791 

(注１)時価の算定方法 
(１)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。 
  原則として当計算期間末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証拠金算定基準値段を

用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算期間末日に最も近い最終相場や気配値

等、原則に準ずる方法で評価しております。 
(２)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 
(３)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 

(注２)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。     


