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2022 年７月期 決算短信（2022 年１月 12 日～2022 年７月 11 日） 
2022 年８月 18 日 

フ ァ ン ド 名
i シェアーズ・コア 米国債 7-10 年 ETF 

（為替ヘッジあり） 
上場取引所 東証 

コ ー ド 番 号 1482 売 買 単 位 1 口 

連 動 対 象 指 標 FTSE 米国債 7-10 年セレクト・インデックス（国内投信用 円ヘッジ・円ベース） 

主 要 投 資 資 産 国債証券 

管 理 会 社 ブラックロック・ジャパン株式会社 

Ｕ Ｒ Ｌ www.blackrock.com/jp/ 

代 表 者 代表取締役社長 有田 浩之 

問合せ先責任者 管理部門 法務部 猪浦 純子 (TEL)03(6703)4100 

有価証券報告書提出予定日 2022 年 10 月 11 日 分 配 金 支 払 開 始 日 2022 年８月 19 日 

Ⅰ ファンドの運用状況 

１．2022 年７月期の運用状況（2022 年１月 12 日～2022 年７月 11 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 ％ 

2022 年 ７月期 60,670  99.3 428  0.7 61,098  100.0 
2022 年 １月期 66,329  103.1 -2,018 -3.1 64,310  100.0 

（２）設定・解約実績  （千口未満切捨て）

前特定期間末 
発行済口数

(①) 

設定口数 
(②) 

解約口数 
(③) 

当特定期間末 
発行済口数(①＋②－③) 

千口 千口 千口 千口 

2022 年 ７月期 28,161 14,791 12,863 30,089 
2022 年 １月期 16,330 15,121 3,290 28,161 

（３）基準価額

総資産(①) 負債(②) 
純資産(③) 
(①－②)

1 口当たり純資産額 
(③/当特定期間末発行済口数)

百万円 百万円 百万円 円 

2022 年 ７月期 61,356 258 61,098 2,030.58 
2022 年 １月期 66,705 2,394 64,310 2,283.65 

（４）分配金

1 口当たり分配金 

円 

2022 年 ７月期 14 
2022 年 １月期 14 

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 
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Ⅱ 【財務諸表】 

【iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF（為替ヘッジあり）】 

(1)【貸借対照表】

（単位：円） 

前特定期間末 
(2022年１月11日現在) 

当特定期間末 
(2022年７月11日現在) 

資産の部 
流動資産 

預金 43,895,430 1,729,477 
金銭信託 24,275,231 34,474,889 
国債証券 66,329,016,444 60,670,001,608 
派生商品評価勘定 42,486,355 85,166,488 
未収入金 － 290,024,425 
未収利息 190,576,305 204,345,666 
前払費用 71,412,897 67,844,776 
その他未収収益 3,748,676 2,517,773 

流動資産合計 66,705,411,338 61,356,105,102 
資産合計 66,705,411,338 61,356,105,102 
負債の部 

流動負債 
派生商品評価勘定 168,051,284 17,219,042 
未払金 2,001,017,782 － 
未払収益分配金 197,128,806 210,623,287 
未払受託者報酬 4,819,791 5,035,425 
未払委託者報酬 17,672,651 18,463,255 
その他未払費用 6,277,698 6,664,381 

流動負債合計 2,394,968,012 258,005,390 
負債合計 2,394,968,012 258,005,390 
純資産の部 
元本等 

元本 70,403,145,000 75,222,602,500 
剰余金 

期末剰余金又は期末欠損金（△） △6,092,701,674 △14,124,502,788

（分配準備積立金） 2,769,379 27,116,514 
元本等合計 64,310,443,326 61,098,099,712 

純資産合計 64,310,443,326 61,098,099,712 
負債純資産合計 66,705,411,338 61,356,105,102 
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(2)【損益及び剰余金計算書】

（単位：円） 

前特定期間 
(自 2021年７月12日 
至 2022年１月11日) 

当特定期間 
(自 2022年１月12日 
至 2022年７月11日) 

営業収益 
受取利息 398,107,636 530,247,377 
有価証券売買等損益 △2,262,267,720 △7,679,101,348

為替差損益 △122,197,460 △364,649,024

その他収益 2,904,420 4,562,538

営業収益合計 △1,983,453,124 △7,508,940,457

営業費用 
受託者報酬 8,544,100 10,970,174 
委託者報酬 31,328,507 40,224,026 
その他費用 13,557,815 18,049,487 
営業費用合計 53,430,422 69,243,687 

営業利益又は営業損失（△） △2,036,883,546 △7,578,184,144

経常利益又は経常損失（△） △2,036,883,546 △7,578,184,144

当期純利益又は当期純損失（△） △2,036,883,546 △7,578,184,144

期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,889,664,456 △6,092,701,674

剰余金増加額又は欠損金減少額 468,759,100 5,035,280,729

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額 
468,759,100 5,035,280,729

剰余金減少額又は欠損金増加額 2,280,772,160 5,047,678,606

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額 
2,280,772,160 5,047,678,606

分配金 354,140,612 441,219,093 
期末剰余金又は期末欠損金（△） △6,092,701,674 △14,124,502,788
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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 

公社債は個別法に基づき、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特定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 

為替予約取引 

個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 

３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計

算しております。 

４ 収益及び費用の計上基準 

有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 

約定日基準で計上しております。 

５ その他財務諸表作成のための基礎となる事項 

外貨建資産等の会計処理 

外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通

貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規

則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 

（重要な会計上の見積りに関する注記） 

当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

すリスクは識別していないため、注記を省略しております。 
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(貸借対照表に関する注記) 

  
前特定期間末 

(2022年１月11日現在) 
当特定期間末 

(2022年７月11日現在) 項目 
  

 

１ 当該特定期間の末日における受益権総数 
 

２ 投資信託財産の計算に関する規則第55条

の６第10号に規定する額 
 

３ １口当たり純資産額 

 

28,161,258口 
 

元本の欠損 

6,092,701,674円 
 

2,283.65円 

 

30,089,041口 

 

元本の欠損 
14,124,502,788円 

 

2,030.58円 

 

 

(損益及び剰余金計算書に関する注記) 

区分 

前特定期間 

（自 2021年７月12日 

  至 2022年１月11日） 

当特定期間 

（自 2022年１月12日 

  至 2022年７月11日） 

 

分配金の 
計算過程 

（自 2021年７月12日 至 2021年10月11日） 

 

Ａ．当期配当等収益額        182,980,773円 

Ｂ．分配準備積立金           9,328,357円 

Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)    192,309,130円 

Ｄ．経費               23,507,385円 

Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)     168,801,745円 

Ｆ．収益分配金           157,011,806円 

Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)11,789,939円 

Ｈ．口数               22,430,258口 

Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)     7円 

 

（自 2022年１月12日 至 2022年４月11日） 

 

Ａ．当期配当等収益額        277,432,170円 

Ｂ．分配準備積立金           2,769,379円 

Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)    280,201,549円 

Ｄ．経費               37,276,963円 

Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)     242,924,586円 

Ｆ．収益分配金           230,595,806円 

Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)12,328,780円 

Ｈ．口数               32,942,258口 

Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)     7円 

 

 （自 2021年10月12日 至 2022年１月11日） 

 

Ａ．当期配当等収益額         218,031,283円 

Ｂ．分配準備積立金          11,789,939円 

Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)     229,821,222円 

Ｄ．経費               29,923,037円 

Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)     199,898,185円 

Ｆ．収益分配金           197,128,806円 

Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ) 2,769,379円 

Ｈ．口数               28,161,258口 

Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)     7円 

 

（自 2022年４月12日 至 2022年７月11日） 

 

Ａ．当期配当等収益額         257,377,745円 

Ｂ．分配準備積立金          12,328,780円 

Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)     269,706,525円 

Ｄ．経費               31,966,724円 

Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)     237,739,801円 

Ｆ．収益分配金           210,623,287円 

Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)27,116,514円 

Ｈ．口数               30,089,041口 

Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)     7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公社債であります。 

当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リ

スク」、「デリバティブ取引のリスク」、「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、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の

為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る

主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リス

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 

前特定期間末 
(2022年１月11日現在) 

当特定期間末 
(2022年７月11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 金銭債権の特定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 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 

  同左 

 

Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則（令和３年９月24日改正内閣府令第61号）第２条第５項に従

い、記載を省略しております。 

 

（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 
前特定期間末 

(2022年１月11日現在) 
当特定期間末 

(2022年７月11日現在) 

期首元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

40,825,645,000円 

37,802,500,000円 

8,225,000,000円 

70,403,145,000円 

36,978,750,000円 

32,159,292,500円 

２ 有価証券関係 

売買目的有価証券 

種類 

前特定期間末 
(2022年１月11日現在) 

当特定期間末 
(2022年７月11日現在) 

最終の計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

最終の計算期間の損益に 

含まれた評価差額（円） 

国債証券 △1,004,528,710 △1,240,547,527

合計 △1,004,528,710 △1,240,547,527
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３ デリバティブ取引関係 

取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

区分 種類 

前特定期間末 

（2022年１月11日現在） 

契約額等（円） 
時価 

（円） 

評価損益 

（円） 
 うち１年超 

（円） 

 為替予約取引     

市場取引      

以外の取引 売建     

 アメリカドル 68,703,231,640 － 68,828,021,407 △124,789,767 

      

 買建     

 アメリカドル 2,841,068,734 － 2,840,293,572 △775,162 

      

         合計 71,544,300,374 － 71,668,314,979 △125,564,929 

 

 

区分 種類 

当特定期間末 

（2022年７月11日現在） 

契約額等（円） 
時価 

（円） 

評価損益 

（円） 
 うち１年超 

（円） 

 為替予約取引     

市場取引      

以外の取引 売建     

 アメリカドル 67,592,852,990 － 67,522,726,738 70,126,252 

      

 買建     

 アメリカドル 5,553,105,040 － 5,550,926,234 △2,178,806 

      

         合計 73,145,958,030 － 73,073,652,972 67,947,446 

(注１) 時価の算定方法 

為替予約取引 

１ 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 

① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合

は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 

② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

ている対顧客先物相場の仲値を用いております。 

２ 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲

値で評価しております。 

３ 上記の算定方法にて、適正な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で評価しております。 

(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。 


