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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2018年9月13日付で提出した有価証券届出書（2018年10

月2日付および2018年12月14日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以

下、「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項のうち、訂正

すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

 
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書において、以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正し、ま

た、更新します。

　　　　　 部分は、訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（７）【申込期間】

＜訂正前＞

平成30年9月14日から平成31年9月17日まで。

（後略）

＜訂正後＞

2018年9月14日から2019年9月17日まで。

（後略）

 

（12）【その他】

＜訂正前＞

①スイッチングと同様のお取扱い

「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」または「楽天ブルベア・マネープール」との間において、ス

イッチングと同様のお取扱いが可能です。

スイッチングと同様のお取扱いとは、「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」または「楽天ブルベア・

マネープール」をご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後2時50分まで

に、「楽天日本株トリプル・ブル」の取得申込みを行なう場合をいいます。

（後略）

 

＜訂正後＞

①スイッチングと同様のお取扱い

「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」、「楽天日本株トリプル・ベアⅣ」または「楽天ブルベア・マ

ネープール」との間において、スイッチングと同様のお取扱いが可能です。ただし、「楽天日本株

トリプル・ベアⅢ」については、2019年6月13日までとします。

スイッチングと同様のお取扱いとは、「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」、「楽天日本株トリプ

ル・ベアⅣ」または「楽天ブルベア・マネープール」をご換金した場合の手取金をもって、そのご

換金のお申込日の午後2時50分までに、「楽天日本株トリプル・ブル」の取得申込みを行なう場合

をいいます。

（後略）
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】

（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

平成21年6月19日　投資信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

平成24年2月24日　信託期間を平成24年6月15日までから平成26年6月13日までに変更

平成25年9月18日　信託期間を平成26年6月13日までから平成28年6月15日までに変更

平成27年9月11日　信託期間を平成28年6月15日までから平成31年6月14日までに変更

平成30年9月14日　信託期間を平成31年6月14日までから平成34年6月14日までに変更

 

＜訂正後＞

2009年6月19日　投資信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

2012年2月24日　信託期間を2012年6月15日までから2014年6月13日までに変更

2013年9月18日　信託期間を2014年6月13日までから2016年6月15日までに変更

2015年9月11日　信託期間を2016年6月15日までから2019年6月14日までに変更

2018年9月14日　信託期間を2019年6月14日までから2022年6月14日までに変更

 

 

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（前略）

②委託会社の概況

 

イ．資本金の額　（平成30年7月末日現在）

（中略）

ハ．大株主の状況（平成30年7月末日現在）

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

②委託会社の概況

 

イ．資本金の額　（平成31年1月末日現在）

（中略）

ハ．大株主の状況（平成31年1月末日現在）

（後略）
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２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

当ファンドの運用体制は、以下の通りです。

・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、経済環境や市場動向等の調査・分析

に基づき、運用方針、運用計画等の運用に関する事項を協議・検討し、決定します。

・「運用会議」は、運用計画等に基づく運用の実施状況や投資環境・市場動向等を勘案して運用計画

の変更の要否等の検討を行なうなど、具体的な運用に関する事項を協議・検討します。

・運用部は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。

・コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款および社内規程等の遵守状況の確認を行ないます。
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※ 運用体制は平成30年7月末日現在のものであり、今後、変更になる場合があります。

※ 当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の防止を目的として「内部者取

引管理規程」「利益相反取引管理規程」等の社内諸規則を設けております。また、「運用の基本方

針」「運用業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めて

います。

 

＜訂正後＞

委託会社における運用体制は、以下の通りです。

 

・ 「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決

権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運

用に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。

・ 「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託

資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協

議・検討します。（但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事

項については投資政策委員会に報告します。）

・運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。

・ 「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それら

に関する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。ま
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た、法令諸規則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それ

らについて必要な事項を協議・検討します。

・ コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および

運用ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財

産および投資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。

※ 運用体制は平成31年1月末現在のものであり、今後、変更になる場合があります。

※ 当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内

部者取引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本

方針」「運用業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定

めています。

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

（前略）

②投資リスクに対する管理体制

（中略）

 

＜訂正後＞

（前略）

②投資リスクに対する管理体制
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（中略）
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４【手数料等及び税金】

（３）【信託報酬等】

＜訂正前＞

（前略）

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間終了日（当該日が休業日のときは

翌営業日とします。）に当該終了日までに計上された金額ならびに信託終了時に終了日までに計

上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。

また信託報酬にかかる消費税等および地方消費税に相当する額は、投資信託財産中から支弁しま

す。

 

＊税率は、平成30年7月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されるこ

とがあります。

 

＜訂正後＞

（前略）

信託報酬は日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間終了日（当該日が休

業日のときは翌営業日とします。）に当該終了日までに計上された金額ならびに信託終了時に終

了日までに計上された金額を投資信託財産中から支弁するものとします。

また信託報酬にかかる消費税等および地方消費税に相当する額は、投資信託財産中から支弁しま

す。

 

＊税率は、平成31年1月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されるこ

とがあります。

 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（前略）

 

2）一部解約金・償還金の取扱い

（中略）

適用期間 所得税
復興特別

所得税
地方税 合計

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで
15％ 0.315％ 5％ 20.315％

平成50年1月1日から 15％ － 5％ 20％

（注1）所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、

2.1％の金額が復興特別所得税として徴収されます。

（中略）

3）損益通算について

（中略）

②法人の受益者の場合

（中略）

適用期間 所得税 復興特別所得税 合計

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで
15％ 0.315％ 15.315％

平成50年1月1日から 15％ － 15％
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（注）所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1％

の金額が復興特別所得税として徴収されます。

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

2）一部解約金・償還金の取扱い

（中略）

適用期間 所得税
復興特別

所得税
地方税 合計

2037年12月31日まで 15％ 0.315％ 5％ 20.315％

2038年1月1日から 15％ － 5％ 20％

（注1）所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1％の金額が復興特別所

得税として徴収されます。

（中略）

3）損益通算について

（中略）

②法人の受益者の場合

（中略）

適用期間 所得税 復興特別所得税 合計

2037年12月31日まで 15％ 0.315％ 15.315％

2038年1月1日から 15％ － 15％

（注）所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1％の金額が復興特別所得

税として徴収されます。

（後略）
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５【運用状況】

 

原届出書の「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」の情報を更新します。

 

＜更新後＞

 

（１）【投資状況】

（平成31年1月31日現在）

資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）

コマーシャル・ペーパー 3,000,000,000 24.06

内　日本 3,000,000,000 24.06

短期金融資産、その他（負債控除後） 9,466,495,552 75.94

純資産総額 12,466,495,552 100.00

 

その他資産の投資状況

資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）

株価指数先物取引（買建） 37,101,000,000 297.61

内　日本 37,101,000,000 297.61

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

（注2）株価指数先物取引は、実質エクスポージャーを基に構成比を計算しています。

（注3）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

（注4）株価指数先物取引の時価については、原則として当該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

または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相

場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。
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（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

 （平成31年1月31日現在）

 

銘柄名

地域
種類 数量

簿価単価（円）

簿価金額（円）

評価単価（円）

評価金額（円）

利率（％）

償還期限

投資

比率

（％）

1
日新製鋼03FB

日本

コマー

シャル・

ペーパー

1,000,000,000
100.00

1,000,000,000

100.00

1,000,000,000

－

2019年3月29日
8.02

2
クレディセゾン0SVB

日本

コマー

シャル・

ペーパー

1,000,000,000
100.00

1,000,000,000

100.00

1,000,000,000

－

2019年2月15日
8.02

3
ノバルティスHD0HRB

日本

コマー

シャル・

ペーパー

1,000,000,000
100.00

1,000,000,000

100.00

1,000,000,000

－

2019年2月28日
8.02

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

投資有価証券の種類別比率

投資有価証券の種類 投資比率（％）

コマーシャル・ペーパー 24.06

合計 24.06

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

（平成31年1月31日現在）

種類 地域 資産名
買建/

売建
数量

簿価金額

（円）

評価金額

（円）

投資

比率

（％）

株価指数先物取引 日本 日経２２５先物 買建 1,788 37,504,658,916 37,101,000,000 297.61

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

（注2）株価指数先物取引は、実質エクスポージャーを基に構成比を計算しています。

（注3）株価指数先物取引の時価については、原則として当該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

または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相

場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成31年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推

移は次の通りです。

純資産総額 １口当たりの純資産額

（分配落）

（円）

（分配付）

（円）

（分配落）

（円）

（分配付）

（円）

設定時

(平成21年 6月19日)
33,682,929 － 1.0000 －

第1計算期間末

(平成22年 6月15日)
3,484,661,896 3,484,661,896 0.9058 0.9058

第2計算期間末

(平成23年 6月15日)
4,037,734,413 4,037,734,413 0.7815 0.7815

第3計算期間末

(平成24年 6月15日)
5,595,488,928 5,595,488,928 0.5246 0.5246

第4計算期間末

(平成25年 6月17日)
21,740,451,026 21,740,451,026 1.5924 1.5924

第5計算期間末

(平成26年 6月16日)
27,720,284,615 27,720,284,615 2.0690 2.0690

第6計算期間末

(平成27年 6月15日)
24,800,943,066 24,800,943,066 4.8930 4.8930

第7計算期間末

(平成28年 6月15日)
19,156,339,298 19,156,339,298 1.8982 1.8982

第8計算期間末

(平成29年 6月15日)
17,612,992,911 17,612,992,911 3.3922 3.3922

平成30年1月末日 14,984,543,862 － 5.3441 －

2月末日 15,040,792,832 － 4.6010 －

3月末日 15,198,656,449 － 4.2306 －

4月末日 15,700,128,727 － 4.8659 －

5月末日 14,201,613,835 － 4.6449 －

第9計算期間末

(平成30年 6月15日)
14,321,933,322 14,321,933,322 5.0829 5.0829

6月末日 14,375,682,029 － 4.7183 －

7月末日 13,112,971,436 － 4.8159 －

8月末日 13,616,335,633 － 5.0232 －

9月末日 14,372,962,841 － 6.0075 －

10月末日 14,282,867,439 － 4.3956 －

11月末日 14,775,151,268 － 4.6392 －

12月末日 11,554,018,556 － 3.2527 －

平成31年1月末日 12,466,495,552 － 3.6002 －
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②【分配の推移】

１口当たり分配金

（円）

第1計算期間 0.0000

第2計算期間 0.0000

第3計算期間 0.0000

第4計算期間 0.0000

第5計算期間 0.0000

第6計算期間 0.0000

第7計算期間 0.0000

第8計算期間 0.0000

第9計算期間 0.0000

平成30年6月16日～

平成30年12月15日
－

 

③【収益率の推移】

収益率（％）

第1計算期間 △9.4

第2計算期間 △13.7

第3計算期間 △32.9

第4計算期間 203.5

第5計算期間 29.9

第6計算期間 136.5

第7計算期間 △61.2

第8計算期間 78.7

第9計算期間 49.8

平成30年6月16日～

平成30年12月15日
△21

（注）収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を基準とした、各計算期間末の基準価額

（分配付）の上昇（または下落）率をいいます。なお、収益率は小数第2位を四捨五入しています。
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（参考情報）運用実績
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（４）【設定及び解約の実績】

設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）

第1計算期間 8,386,600,305 4,539,514,036 3,847,086,269

第2計算期間 17,967,256,032 16,647,407,274 5,166,935,027

第3計算期間 21,509,581,597 16,009,759,929 10,666,756,695

第4計算期間 48,941,377,457 45,955,341,783 13,652,792,369

第5計算期間 48,905,032,428 49,159,925,087 13,397,899,710

第6計算期間 29,770,878,108 38,100,136,702 5,068,641,116

第7計算期間 24,341,318,570 19,318,272,866 10,091,686,820

第8計算期間 10,277,717,034 15,177,234,241 5,192,169,613

第9計算期間 7,312,522,434 9,687,039,159 2,817,652,888

平成30年6月16日～

平成30年12月15日
4,310,198,591 3,841,060,812 3,286,790,667

（注）当初申込期間中の設定数量は33,682,929口です。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

（前略）

ハ．「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」または「楽天ブルベア・マネープール」との間において、

スイッチングと同様のお取扱いが可能です。

スイッチングと同様のお取扱いとは、「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」または「楽天ブルベ

ア・マネープール」をご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後2時50

分までに、当ファンドの取得申込みを行なう場合をいいます。

スイッチングと同様のお取扱いにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定め

る申込単位で、取得申込受付日の基準価額で取得することができます。スイッチングと同様

のお取扱いについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチングと同様のお取扱いができ

る対象ファンドの同コースへ、「分配金再投資コース」の場合はスイッチングと同様のお取

扱いができる対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。

スイッチングと同様のお取扱いの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留

意ください。（詳しくは「第二部 ファンド情報　第1 ファンドの状況　4 手数料等及び税

金」をご覧ください。）

 

（中略）

３．「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」または「楽天ブルベア・マネープール」が次に該当

することとなった場合

一部解約の実行の請求の受付を中止したときまたは既に受付けた一部解約の実行

の請求の受付を取消したとき

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

ハ．「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」、「楽天日本株トリプル・ベアⅣ」または「楽天ブルベ

ア・マネープール」との間において、スイッチングと同様のお取扱いが可能です。（ただ

し、「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」については、2019年6月13日まで）

スイッチングと同様のお取扱いとは、「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」、「楽天日本株トリ

プル・ベアⅣ」または「楽天ブルベア・マネープール」をご換金した場合の手取金をもっ

て、そのご換金のお申込日の午後2時50分までに、当ファンドの取得申込みを行なう場合をい

います。

スイッチングと同様のお取扱いにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定め

る申込単位で、取得申込受付日の基準価額で取得することができます。スイッチングと同様

のお取扱いについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチングと同様のお取扱いができ

る対象ファンドの同コースへ、「分配金再投資コース」の場合はスイッチングと同様のお取

扱いができる対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。

スイッチングと同様のお取扱いの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留

意ください。（詳しくは「第二部 ファンド情報　第1 ファンドの状況　4 手数料等及び税

金」をご覧ください。）

（中略）

３．「楽天ブルベア・マネープール」、「楽天日本株トリプル・ベアⅣ」または2019年6月

13日までにおいて「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」が次に該当することとなった場合

一部解約の実行の請求の受付を中止したときまたは既に受付けた一部解約の実行

の請求の受付を取消したとき

（後略）
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２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

（前略）

３．「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」または「楽天ブルベア・マネープール」が次に該当

することとなった場合

受益権の取得申込みの受付けを中止したときまたは既に受付けた取得申込みの受

付けを取消したとき

（後略）

＜訂正後＞

（前略）

３．「楽天ブルベア・マネープール」、「楽天日本株トリプル・ベアⅣ」または2019年6月

13日までにおいて「楽天日本株トリプル・ベアⅢ」が次に該当することとなった場合

受益権の取得申込みの受付けを中止したときまたは既に受付けた取得申込みの受

付けを取消したとき

（後略）

 

３【資産管理等の概要】

（３）【信託期間】

＜訂正前＞

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成34年6月14日までとします。ただし、一

定の条件により信託期間を延長または繰上償還する場合があります。

 

＜訂正後＞

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2022年6月14日までとします。ただし、一定

の条件により信託期間を延長または繰上償還する場合があります。
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第３【ファンドの経理状況】
 

原届出書の「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　１　財務諸表」の末尾に、以下の中

間財務諸表を追加します。

 

(1)　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和52年大蔵省令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条の3及び第57

条の2の規定により、「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）（以下、

「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第10期中間計算期間（平成30

年6月16日から平成30年12月15日まで）の中間財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人によ

る中間監査を受けております。
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【楽天日本株トリプル・ブル】

 

（1）【中間貸借対照表】

区          分

第9期計算期間末

平成30年6月15日現在

第10期中間計算期間末

平成30年12月15日現在

　金　額（円） 　金　額（円）

資産の部  

流動資産  

金銭信託 - 118,793,316

コール・ローン 8,229,741,437 9,100,502,164

コマーシャル・ペーパー 5,000,000,000 4,000,000,000

派生商品評価勘定 696,695,512 210,965,528

未収入金 - 11,284,768

差入委託証拠金 1,226,940,000 1,401,120,000

流動資産合計 15,153,376,949 14,842,665,776

資産合計 15,153,376,949 14,842,665,776

負債の部  

流動負債  

派生商品評価勘定 2,160 54,422,384

前受金 455,828,600 1,102,786,600

未払解約金 298,152,992 415,448,576

未払受託者報酬 2,426,604 2,247,011

未払委託者報酬 72,798,060 67,410,491

未払利息 - 26,678

その他未払費用 2,235,211 2,218,037

流動負債合計 831,443,627 1,644,559,777

負債合計 831,443,627 1,644,559,777

純資産の部  

元本等  

元本 2,817,652,888 3,286,790,667

剰余金  

中間剰余金又は中間欠損金（△） 11,504,280,434 9,911,315,332

（分配準備積立金） 2,071,654,215 537,104,110

元本等合計 14,321,933,322 13,198,105,999

純資産合計 14,321,933,322 13,198,105,999

負債純資産合計 15,153,376,949 14,842,665,776
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（2）【中間損益及び剰余金計算書】

区          分

第9期中間計算期間

自　平成29年  6月16日

至　平成29年 12月15日

第10期中間計算期間

自　平成30年  6月16日

至　平成30年 12月15日

　金　額（円） 　金　額（円）

営業収益   

派生商品取引等損益 6,505,332,960 △2,573,583,320

営業収益合計 6,505,332,960 △2,573,583,320

営業費用   

支払利息 4,485,829 4,466,413

受託者報酬 2,632,063 2,247,011

委託者報酬 78,961,973 67,410,491

その他費用 2,480,661 2,444,633

営業費用合計 88,560,526 76,568,548

営業利益又は営業損失（△） 6,416,772,434 △2,650,151,868

経常利益又は経常損失（△） 6,416,772,434 △2,650,151,868

中間純利益又は中間純損失（△） 6,416,772,434 △2,650,151,868

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は

一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 2,909,655,592 △221,571,871

期首剰余金又は期首欠損金（△） 12,420,823,298 11,504,280,434

剰余金増加額又は欠損金減少額 9,983,671,528 15,971,514,402

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金

減少額 9,983,671,528 15,971,514,402

剰余金減少額又は欠損金増加額 13,774,103,600 15,135,899,507

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金

増加額 13,774,103,600 15,135,899,507

分配金 - -

中間剰余金又は中間欠損金（△） 12,137,508,068 9,911,315,332
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(3)【中間注記表】

（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

コマーシャル・ペーパー

個別法に基づき時価で評価しております。

時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但

し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証

券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

 

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

取引所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

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。

 

4.　その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項

1.現先取引

現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成20年3月10日）の規定によっております。

 

 2.金融商品の時価に関する補足情報

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。

 

 3.剰余金又は欠損金

中間貸借対照表における剰余金又は欠損金について、「中間財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則」第3条の2に基づき、当中間計算期

間末の中間剰余金又は中間欠損金の比較情報として、前計算期間末の剰余

金又は欠損金を開示しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

項　目
第9期計算期間末

平成30年6月15日現在

第10期中間計算期間末

平成30年12月15日現在

1.

 

受益権総数 2,817,652,888口 3,286,790,667口

 

2. 1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額）

5.0829円

(50,829円)

4.0155円

(40,155円)

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期中間計算期間

自　平成29年 6月16日

至　平成29年 12月15日

第10期中間計算期間

自　平成30年 6月16日

至　平成30年 12月15日

該当事項はありません。 該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）
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金融商品の時価等に関する事項

項　目
第9期計算期間末

平成30年6月15日現在

第10期中間計算期間末

平成30年12月15日現在

1. 貸借対照表計上額と時価と

の差額

貸借対照表計上額は原則として

時価で計上されているため、差

額はありません。

 

中間貸借対照表計上額は原則と

して時価で計上されているた

め、差額はありません。

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関する注記

に記載しております。

(3)上記以外の金銭債権及び金銭

債務

短期間で決済されるため、時価

は帳簿価額にほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価額を時価として

おります。

(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関する注記

に記載しております。

(3)上記以外の金銭債権及び金銭

債務

短期間で決済されるため、時価

は帳簿価額にほぼ等しいことか

ら、当該帳簿価額を時価として

おります。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

種類

第9期計算期間末

平成30年6月15日現在

第10期中間計算期間末

平成30年12月15日現在

契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益

（円）
う

ち

１

年

超

（円） （円） （円）
う

ち

１

年

超

（円） （円）

  

市場取引

 
        

先物取引

 
        

買建 41,857,621,400 － 42,555,120,000 697,498,600 39,418,054,200 － 39,575,400,000 157,345,800

合計 41,857,621,400 － 42,555,120,000 697,498,600 39,418,054,200 － 39,575,400,000 157,345,800

（注）1．時価の算定方法

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最終相場で評価

しております。このような時価が発表されていない場合には、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。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

※ 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。
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（その他の注記）

項　目

第9期計算期間

自 平成29年 6月16日

至 平成30年 6月15日

第10期中間計算期間

自　平成30年 6月16日

至　平成30年 12月15日

元本の推移  

期首元本額 5,192,169,613円 2,817,652,888円

期中追加設定元本額 7,312,522,434円 4,310,198,591円

期中一部解約元本額 9,687,039,159円 3,841,060,812円
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
＜更新後＞
 

（平成31年1月31日現在）

項目 金額または口数

　Ⅰ　資産総額 14,214,596,005円

　Ⅱ　負債総額 1,748,100,453円

　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,466,495,552円

　Ⅳ　発行済数量 3,462,675,199口

　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.6002円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（1）資本金の額（平成30年7月末日現在）

（中略）

（3）投資運用の意思決定プロセス

①投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の

基本方針を決定します。

②運用部は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。

③運用部のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポート

フォリオを構築・管理します。

④コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを

行ない、これを運用部にフィードバックします。

 

＜訂正後＞

（1）資本金の額（平成31年1月末日現在）

（中略）

（3）投資運用の意思決定プロセス

①投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の

基本方針を決定します。

②運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。

③運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポー

トフォリオを構築・管理します。

④コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを

行ない、これを運用部門にフィードバックします。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

（前略）

　平成30年7月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種　　　類 本　　数 純資産総額

追加型株式投資信託 41本 156,130百万円

合　　　計 41本 156,130百万円

 

＜訂正後＞

（前略）

　平成31年1月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種　　　類 本　　数 純資産総額

追加型株式投資信託 44本 178,936百万円

合　　　計 44本 178,936百万円

 

EDINET提出書類

楽天投信投資顧問株式会社(E15787)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/61



３【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」の情

報を更新します。

 

＜更新後＞

１．委託会社である楽天投信投資顧問株式会社（以下「当社」といいます。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。）、並びに同規則

第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成して

おります。

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年8月30日大蔵省令第

38号、以下「中間財務諸表等規則」という）、並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業

等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

 

２．財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

３．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日ま

で）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、中間会計期間（平成30年4月1日から平

成30年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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  （単位：千円）　

 前事業年度
（平成29年3月31日現在）

当事業年度
（平成30年3月31日現在）

資産の部     

　流動資産     

　　現金・預金  617,562  670,928

　　金銭の信託  1,300,000  1,300,000

　　前払費用  887  2,915

未収入金  1,648  －

　　未収委託者報酬  168,194  173,836

　　立替金  5,331  －

　　繰延税金資産  10,130  9,060

　　その他  5,001  5,000

流動資産計  2,108,756  2,161,741

固定資産     

　　有形固定資産 ※１ 43,782 ※１ 36,926

　　　建物（純額）  26,421  23,218

　　 器具備品（純額)  17,361  13,707

　　投資その他の資産  4,324  15,049

　　　投資有価証券  3,351  14,291

　　　長期前払費用  972  644

　　　繰延税金資産  －  112

固定資産計  48,106  51,975

資産合計  2,156,863  2,213,716

     

     

負債の部     

　流動負債     

　　預り金  7,953  3,131

　　未払費用  83,642  94,055

　　未払消費税等  1,601  9,375

　　未払法人税等  31,595  32,716

　　賞与引当金  17,642  14,916

　　役員賞与引当金  388  8,000

　　その他  7,008  －

　 流動負債計  149,832  162,194

　固定負債     

　　繰延税金負債  611  －

　　資産除去債務  5,699  5,699

　 固定負債計  6,311  5,699

負債合計  156,143  167,894

     

純資産の部     

　株主資本     

　　資本金  150,000  150,000

　　資本剰余金     

(1)【貸借対照表】
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　　　資本準備金  400,000  400,000

　　　その他資本剰余金  229,716  229,716

　　　資本剰余金合計  629,716  629,716

利益剰余金     

その他利益剰余金     

　　　　繰越利益剰余金  1,220,760  1,266,597

　　 利益剰余金合計  1,220,760  1,266,597

　 株主資本合計  2,000,476  2,046,314

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  244  △491

評価・換算差額合計  244  △491

　純資産合計  2,000,720  2,045,822

負債・純資産合計  2,156,863  2,213,716
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（2）【損益計算書】

  （単位：千円）

 
 

 

前事業年度
（自平成28年4月1日
至平成29年3月31日）

当事業年度
（自平成29年4月1日
至平成30年3月31日）

営業収益     

　委託者報酬  1,296,283  1,216,403

　営業収益計  1,296,283  1,216,403

営業費用     

　支払手数料  544,973  491,228

　広告宣伝費  2,605  7,342

　通信費  65,880  65,818

　協会費  2,122  1,766

　諸会費  84  18

　営業費用計  615,666  566,173

一般管理費 ※1･2 334,182 ※1･2 364,433

営業利益　  346,434  285,796

営業外収益     

　受取利息  5  6

　有価証券利息  551  683

　投資有価証券売却益  57  837

 為替差益  －  8

　雑収入  87  －

　営業外収益計  701  1,535

営業外費用     

　為替差損  225  －

　営業外費用計  225  －

経常利益  346,911  287,332

特別損失     

　固定資産売却損  185  －

　その他特別損失  7,008  10,492

　特別損失計  7,193  10,492

税引前当期純利益  339,717  276,840

法人税、住民税及び事業税  102,622  80,331

法人税等調整額  5,058  670

法人税等合計  107,681  81,002

当期純利益  232,036  195,837
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（3）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成28年4月1日　　至　平成29年3月31日）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716

当期変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
    

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,138,723 1,138,723 1,918,439 － － 1,918,439

当期変動額       

剰余金の配当 △150,000 △150,000 △150,000   △150,000

当期純利益 232,036 232,036 232,036   232,036

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
   244 244 244

当期変動額合計 82,036 82,036 82,036 244 244 82,280

当期末残高 1,220,760 1,220,760 2,000,476 244 244 2,000,720
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当事業年度（自　平成29年4月1日　　至　平成30年3月31日）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716

当期変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

株主資本以外の項目の当

期変動額（純額）
    

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,220,760 1,220,760 2,000,476 244 244 2,000,720

当期変動額       

剰余金の配当 △150,000 △150,000 △150,000   △150,000

当期純利益 195,837 195,837 195,837   195,837

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
   △735 △735 △735

当期変動額合計 45,837 45,837 45,837 △735 △735 45,102

当期末残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822

EDINET提出書類

楽天投信投資顧問株式会社(E15787)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

33/61



 

[注記事項]
（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

　◇その他有価証券

　　　時価のあるもの

当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）を採用しております。

 

（２）金銭の信託

時価法によっております。

 

 

 

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産　

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。

　　建物　　　  10年

器具備品　 　4～20年

また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。

 

 

（２）長期前払費用

定額法によっております。

 

 

 

３．引当金の計上基準

　（１）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

 

（２）賞与引当金

従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を

計上しております。

 

　（３）役員賞与引当金

役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において負担すべ

き額を計上しております。

 

 

 

４．その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

　◇消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

 

 

 

 

（貸借対照表関係）

※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額

 前事業年度

（平成29年3月31日）

当事業年度

（平成30年3月31日）

　　　有形固定資産より控除した減価償却累計額  12,247千円  18,684千円
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（損益計算書関係）

 

※１．役員報酬の範囲

 前事業年度
（自平成28年4月1日

至平成29年3月31日）

当事業年度
（自平成29年4月1日

至平成30年3月31日）

　　取締役　年額  200,000千円  200,000千円

　　監査役　年額  30,000千円  30,000千円

 

※２．一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。

 前事業年度
（自平成28年4月1日

至平成29年3月31日）

当事業年度
（自平成29年4月1日

至平成30年3月31日）

　　人件費  170,093千円  208,027千円

　　減価償却費  8,127千円  8,196千円

　　賞与引当金繰入額  26,568千円  14,916千円

　　役員賞与引当金繰入額  △1,367千円  8,000千円

 

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

 

　前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 13,000株 － － 13,000株

 

２．自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

　(1）配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日

平成28年6月29日

定時株主総会
普通株式 150 11,538.46 平成28年3月31日 平成28年6月29日

 

　

　当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 13,000株 － － 13,000株

 

２．自己株式に関する事項

　　該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

（1）配当金支払額
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(決議)
株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日

平成29年6月29日

定時株主総会
普通株式 150 11,538.46 平成29年3月31日 平成29年6月29日

 

 

 

 

（リース取引関係）

　　該当事項はありません。

 

 

 

（金融商品関係）

 

　　１．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

当社は、投資信託の運用を業として行っております。

当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の

維持を図っております。

なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。

　　　(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格変動リス

クは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品を運用対象として

おりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いため、価格変動リスクは殆どな

いと認識しております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われ

る信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆ど無

いと認識しております。

投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当

該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目的に応じた額にと

どめられており、リスクは極めて限定的であると認識しています。

未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　　　　　貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成29年3月31日）   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

資産

(1) 現金・預金

(2) 金銭の信託

(3) 未収委託者報酬

(4) 投資有価証券

　　 ①その他有価証券

 

617,562

1,300,000

168,194

 

3,351

 

617,562

1,300,000

168,194

 

3,351

 

－

－

－

 

－

資産計 2,089,108 2,089,108 －

負債

(1) 未払費用

(2) 未払法人税等

 

83,642

31,595

 

83,642

31,595

 

－

－

負債計 115,238 115,238 －

 

当事業年度（平成30年3月31日）   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

資産

(1) 現金・預金

(2) 金銭の信託

(3) 未収委託者報酬

(4) 投資有価証券

　　 ①その他有価証券

 

670,928

1,300,000

173,836

 

14,291

 

670,928

1,300,000

173,836

 

14,291

 

－

－

－

 

－

資産計 2,159,056 2,159,056 －

負債

(1) 未払費用

(2) 未払法人税等

 

94,055

32,716

 

94,055

32,716

 

－

－

負債計 126,771 126,771 －

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

◇資産

(1)現金・預金　(2)金銭の信託　(3)未収委託者報酬　　

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

　　　　　(4)投資有価証券

投資信託は公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

　　　　◇負債

(1)未払費用　(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。

　　　 ２．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額　　　　

前事業年度（平成29年3月31日） （単位：千円）

 1年以内 1年超

5年以内

現金・預金 617,562 －

金銭の信託 1,300,000 －

未収委託者報酬 168,194 －

投資有価証券   

　その他有価証券のうち満期があるもの － －

合　　　　　計 2,085,756 －

 

当事業年度（平成30年3月31日） （単位：千円）

 1年以内 1年超

5年以内

現金・預金 670,928 －

金銭の信託 1,300,000 －

未収委託者報酬 173,836 －

投資有価証券   

　その他有価証券のうち満期があるもの － －
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合　　　　　計 2,144,764 －

 

 

 

（有価証券関係）

　　　1.その他有価証券

前事業年度　（平成29年3月31日）

区分 貸借対照表計上額

（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

3,351

 

 

－

－

3,000

 

 

－

－

351

小　　計 3,351 3,000 351

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

－

 

 

－

－

－

 

 

－

－

－

小　　計 － － －

合　　計 3,351 3,000 351

 

当事業年度　（平成30年3月31日）

区分 貸借対照表計上額

（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

－

 

 

－

－

－

 

 

－

－

－

小　　計 － － －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

14,291

 

 

－

－

15,000

 

 

－

－

708　

小　　計 14,291 15,000 708

合　　計 14,291 15,000 708
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　　　2.売却したその他有価証券

　　　　　　

前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

種類 売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

（1）株式

（2）債券

（3）その他

－

－

3,057

－

－

87

－

－

30

合計 3,057 87 30

 

当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

種類 売却額

（千円）

売却益の合計額

（千円）

売却損の合計額

（千円）

（1）株式

（2）債券

（3）その他

－

－

13,837

－

－

837

－

－

－

合計 13,837 837 －

 

 

（デリバティブ取引関係）

 

当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

 

（税効果会計関係）

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 前事業年度
（平成29年3月31日）

当事業年度
（平成30年3月31日）

繰延税金資産     

　未払費用  983千円  1,765千円

　未払事業所税  194千円  214千円

　未払事業税  1,345千円  2,512千円

　賞与引当金  5,444千円  4,567千円

　減価償却超過額  542千円  852千円

　繰延資産  395千円  308千円

　資産除去債務  1,745千円  1,745千円

　その他有価証券評価差額金  －  216千円

　その他  11,184千円  6,576千円

繰延税金資産小計  21,835千円  18,760千円

評価性引当金  △10,766千円  △8,322千円

繰延税金資産合計  11,068千円  10,438千円

繰延税金負債     

　その他有価証券評価差額金  107千円  －

　建物付属設備  1,442千円  1,265千円

繰延税金負債合計  1,549千円  1,265千円

繰延税金資産純額  9,518千円  9,172千円

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 前事業年度
（平成29年3月31日）

当事業年度
（平成30年3月31日）

法定実効税率  30.86％  30.86％

（調整）     

所得拡大税制の特別控除  －  △2.39％

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.48％  0.59％
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住民税均等割等  0.09％  0.10％

評価性引当額の増減  0.88％  △0.88％

その他  △0.62％  1.00％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  31.70％  29.26％

     

 

 

 

（資産除去債務関係）

１. 当該資産除去債務の概要

　　建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。

 

 

２. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を10年と見積り、割引率を0％として資産除去債務の金額を計算しております。

 

３. 当該資産除去債務の総額の増減

　　

 前事業年度
（自平成28年4月1日
至平成29年3月31日）

当事業年度
（自平成29年4月1日
至平成30年3月31日）

期首残高  5,699千円 5,699千円

有形固定資産の取得に伴う増加額  － －

時の経過による調整額  － －

見積りの変更による増加額  － －

資産除去債務の履行による減少額  － －

期末残高  5,699千円 5,699千円

 
 
（セグメント情報等）

 

[セグメント情報]

前事業年度　（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）及び当事業年度　（自　平成29年4月1日　至　平成30

年3月31日）

 

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を

省略しております。

 
　
 

[関連情報]

前事業年度　（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

   (単位：千円)  

 投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合　　計

外部顧客への営業収益 1,296,283 － － 1,296,283

 

２　地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの

営業収益の記載は省略しております。　

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

　

３　主要な顧客ごとの情報
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外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

　　　　　

 

当事業年度　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

   (単位：千円) 

 投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合　　計

外部顧客への営業収益 1,216,403 － － 1,216,403

 

２　地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの

営業収益の記載は省略しております。　

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

　

３　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

 

 

 
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

 

 

 
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

 

 

 
（関連当事者情報）

 

１．関連当事者との取引

◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

前事業年度　（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）

種

類

会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の

内容又

は職業

議決権

等の被

所有割

合

関係内容

取引の内容
取引金額

（千円）

科

目

期末残高

（千円）役員の

兼任等

事業上

の関係

兄

弟

会

社

楽天証券

株式会社

東京都

世田谷

区

7,495　

(平成29年

3月31日現

在)

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

証券取

引ｻｰﾋﾞｽ

業

-

 

兼任

2人

当社投資

信託の募

集の取扱

い等

証券投資信託

の代行手数料

等　

 

 

出向者の人件

費等

245,111

 

 

 

13,840

未

払

費

用

24,799

 

当事業年度　（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

種

類

会社等

の名称
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の

内容又

は職業

議決権

等の被

所有割

合

関係内容

取引の内容
取引金額

（千円）

科

目

期末残高

（千円）役員の

兼任等

事業上

の関係

兄

弟

会

社

楽天証券

株式会社

東京都

世田谷

区

7,495　

(平成30年

3月31日現

在)

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

証券取

引ｻｰﾋﾞｽ

業

-
兼任

2人

当社投資

信託の募

集の取扱

い等

証券投資信託

の代行手数料

等　

 

 

出向者の人件

費等

225,276

 

 

 

16,083

未

払

費

用

22,288

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．証券投資信託の代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。

 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　親会社情報

　　　楽天株式会社（東京証券取引所に上場）

 

 

 

EDINET提出書類

楽天投信投資顧問株式会社(E15787)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

42/61



（１株当たり情報）

 

 

 

前事業年度
（自平成28年4月1日
至平成29年3月31日）

当事業年度
（自平成29年4月1日
至平成30年3月31日）

１株当たり純資産額 153,901円56銭 157,370円98銭

１株当たり当期純利益金額 17,848円94銭 15,064円45銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

項　　目
前事業年度

（自平成28年4月1日
至平成29年3月31日）

当事業年度
（自平成29年4月1日
至平成30年3月31日）

 

１株当たり当期純利益金額
  

 

当期純利益金額（千円）
232,036 195,837

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　

普通株式に係る当期純利益金額（千円）

　

232,036 195,837

　普通株式の期中平均株式数（株） 13,000.00 13,000.00

 

 

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

（単位：千円）　

  
当中間会計期間

（平成30年9月30日）

資産の部   

流動資産   

現金・預金  724,327

金銭の信託  1,300,000

前払費用 4,769

未収委託者報酬  205,045

立替金 3,464

その他  5,000

流動資産計  2,242,607

固定資産  

有形固定資産 ※１ 35,964

建物（純額）　 21,617

器具備品（純額） 14,346

投資その他の資産 52,407

投資有価証券 42,101

長期前払費用  484

　　　 繰延税金資産  9,821

固定資産計  88,371

資産合計  2,330,979

 
 
 

（単位：千円）　

  
当中間会計期間

（平成30年9月30日）

負債の部   

流動負債  

預り金  2,115

未払費用 106,172

未払消費税等 11,796

未払法人税等  45,641

賞与引当金 21,932

役員賞与引当金  4,360

流動負債計 192,018

固定負債  

資産除去債務  5,699

固定負債計 5,699

負債合計 197,717

純資産の部   

株主資本   

資本金  150,000

資本剰余金    

資本準備金  400,000

その他資本剰余金  229,716

資本剰余金合計  629,716

利益剰余金   

その他利益剰余金   
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繰越利益剰余金  1,353,252

利益剰余金合計  1,353,252

株主資本合計  2,132,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  293

評価・換算差額合計  293

純資産合計  2,133,261

負債・純資産合計  2,330,979
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(2）中間損益計算書 

（単位：千円）　

  
当中間会計期間

（ 自　平成30年4月１日　至　平成30年9月30日 ）

営業収益  

委託者報酬 612,723

営業収益計 612,723

営業費用  

支払手数料 226,719

広告宣伝費 2,568

通信費 36,983

協会費 857

諸会費  36

営業費用計 267,165

一般管理費 ※１ 218,997

営業利益  126,560

営業外収益  

受取利息  3

有価証券利息  167

雑収入          215

営業外収益計  387

営業外費用   

有価証券売却損  671

為替差損  127

営業外費用計  798

経常利益 126,149

特別損失   

その他特別損失  6

特別損失計  6

税引前中間純利益 126,142

法人税、住民税及び事業税  40,482

法人税等調整額  △994

中間純利益  86,654
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（3）中間株主資本等変動計算書

 

当中間会計期間（自　平成30年4月1日　　至　平成30年9月30日）

（単位：千円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716

当中間期変動額     

剰余金の配当     

中間純利益     

株主資本以外の項目の当

中間期変動額（純額）
    

当中間期変動額合計 － － － －

当中間期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

株主資本

合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計
その他利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰余金

当期首残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822

当中間期変動額       

剰余金の配当       

中間純利益 86,654 86,654 86,654   86,654

株主資本以外の項

目の当中間期変動

額（純額）

   784 784 784

当中間期変動額合計 86,654 86,654 86,654 784 784 87,438

当中間期末残高 1,353,252 1,353,252 2,132,968 293 293 2,133,261

 

注記事項

（重要な会計方針） 

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券

　　◇その他有価証券

　　　時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）を採用しております。　

 

（2）金銭の信託

     時価法によっております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　　　建物　　　　 　10年

　　　　　器具備品　　　 5年～20年　

また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。

　

(2）長期前払費用

定額法によっております。
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３．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

 

（2）賞与引当金

従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を

計上しております。

 

（3）役員賞与引当金

役員への賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間末において負担すべき額を計上して

おります。

 

 

 

４．その他中間財務諸表作成の為の基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間

会計期間の費用として処理しております。
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（表示方法の変更）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首

から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更し

ております。

 

 

（追加情報）

　当社は、平成30年6月27日開催の定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受けまして、決算期を3月31

日から12月31日に変更いたしました。したがって第13期事業年度は平成30年4月1日から平成30年12月31日までとなってお

ります。

 

 

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 当中間会計期間（平成30年9月30日）

有形固定資産の減価償却累計額  21,945千円

 

 

（中間損益計算書関係）

※１　減価償却実施額

 当中間会計期間
（自 平成30年4月 1日

　 至 平成30年9月30日）

有形固定資産  3,812千円

　　　合　　　　計  3,812千円

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

 

　当中間会計期間（自　平成30年4月1日　至　平成30年9月30日）

 

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式 13,000株 － － 13,000株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項　　

　 該当事項はありません。

 

 

（リース取引関係）

該当事項はありません。

 

 

（金融商品関係）

当中間会計期間　（自　平成30年4月1日　　至　平成30年9月30日）　
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　　金融商品の時価等に関する事項

平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、並びにこれらの差額については次の通りです。

   （単位：千円）

 中間貸借対照表計上額 時価 差額

資産

(1) 現金・預金

(2) 金銭の信託

(3) 未収委託者報酬

(4) 投資有価証券

①　その他有価証券

 

724,327

1,300,000

205,045

 

42,101

 

724,327

1,300,000

205,045

 

42,101

 

－

－

－

　

－

資産計 2,271,475 2,271,475 －

負債

(1) 未払費用

(2) 未払法人税等

 

106,172

45,641

 

106,172

45,641

 

－

－

負債計 151,813 151,813 －

（注）金融商品の時価算定の方法

◇資産

(1)現金・預金　(2)金銭の信託　(3)未収委託者報酬　　

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお

ります。         

(4)投資有価証券

　　    投資信託は公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ

い。

　　　　◇負債

(1)未払費用　(2)未払法人税等

未払費用及び未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該

帳簿価額によっております。

 

 

（有価証券関係）

　その他有価証券　

当中間会計期間　（自　平成30年4月1日　　至　平成30年9月30日）

区分 中間貸借対照表

計上額（千円）

取得原価

（千円）

差額

（千円）

中間貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

36,059

 

 

－

－

35,600

 

 

－

－

459

小　　計 36,059 35,600 459

中間貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

（1）株式

（2）債券

（3）その他

 

 

－

－

6,042

 

 

－

－

6,078

 

 

－

－

△36

小　　計 6,042 6,078 △36

合　　計 42,101 41,678 422
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（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

 

 

 （資産除去債務関係）

　　当該資産除去債務の総額の増減

　　

 当中間会計期間
（自 平成30年4月 1日

　 至 平成30年9月30日）

期首残高  5,699千円

有形固定資産の取得に伴う増加額  －

時の経過による調整額  －

見積りの変更による増加額  －

中間期末残高  5,699千円

 

 

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当中間会計期間　（自　平成30年4月1日　　至　平成30年9月30日）

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を

省略しております。

 

 
 

[関連情報]

当中間会計期間　（自　平成30年4月1日　　至　平成30年9月30日）

１. 製品及びサービスごとの情報

   （単位:千円）

 投資信託運用業務 合　　計

外部顧客への営業収益 612,723 612,723

 

２. 地域ごとの情報

(1) 営業収益                                              

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ご

との営業収益の記載は省略しております。　

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地

域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

　

３. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

　　　　　　
 
 
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

 

 

 
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。
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[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

 

 

 
（１株当たり情報）

 

 

 

当中間会計期間

（ 自 平成30年4月１日　至 平成30年9月30日 ）

１株当たり純資産額 164,097円3銭

１株当たり中間純利益金額 6,665円70銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

項目

当中間会計期間

（ 自 平成30年4月１日　至 平成30年9月30日 ）

１株当たり中間純利益金額  

　中間純利益金額（千円） 86,654

　普通株主に帰属しない金額（千円） －

　普通株式に係る中間純利益金額（千円） 86,654

　普通株式の期中平均株式数（株） 13,000.00

 

 

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

（1）受託会社

名称 資本金の額

（平成30年7月末日現在）

事業の内容

三井住友信託銀行株式会

社

(再信託受託会社：

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社）

三井住友信託銀行　

　　　342,037百万円

（日本トラスティ・

　　サービス信託銀行

　　　51,000百万円）

銀行法に基づき銀行業を営むととも

に、金融機関の信託業務の兼営等に

関する法律（兼営法）に基づき信託

業務を営んでいます。

（中略）

（2）販売会社

名称 資本金の額

（平成30年10月末日現在）

事業の内容

楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種

金融商品取引業を営んでいま

す。

エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円

エース証券株式会社 8,831百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

株式会社証券ジャパン 3,000百万円

スターツ証券株式会社 500百万円

東武証券株式会社 420百万円

ニュース証券株式会社 1,000百万円

マネックス証券株式会社 12,200百万円

丸八証券株式会社 3,751百万円

リーディング証券株式会社
※1 1,868百万円

リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円

アーク証券株式会社 2,619百万円

岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円

野村證券株式会社
※2 10,000百万円

あかつき証券株式会社 3,067百万円

おきぎん証券株式会社 1,128百万円

いちよし証券株式会社 14,577百万円

立花証券株式会社 6,695百万円

第四証券株式会社 600百万円

播陽証券株式会社 112百万円

株式会社SBI証券 48,323百万円

松井証券株式会社 11,945百万円

藍澤證券株式会社 8,000百万円

むさし証券株式会社 5,000百万円

ひろぎん証券株式会社
※3 5,000百万円

株式会社新生銀行 512,204百万円 銀行法に基づき銀行業を営んで

います。ソニー銀行株式会社 31,000百万円

株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円
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※1　リーディング証券株式会社は、募集の取扱い・販売は行ないませんが、一部解約に関する事

務、収益分配金の再投資に関する事務ならびに一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関

する事務を行ないます。

※2　野村證券株式会社は、募集の取扱い・販売は行ないませんが、一部解約に関する事務、収益

分配金の再投資に関する事務ならびに一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務

を行ないます。

※3　ひろぎん証券株式会社は、平成30年12月17日より募集・販売等の取扱いを開始します。

 

 

＜訂正後＞

（1）受託会社

名称 資本金の額

（平成31年1月末日現在）

事業の内容

三井住友信託銀行株式会

社

(再信託受託会社：

日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社）

三井住友信託銀行　

　　　342,037百万円

（日本トラスティ・

　　サービス信託銀行

　　　51,000百万円）

銀行法に基づき銀行業を営むととも

に、金融機関の信託業務の兼営等に

関する法律（兼営法）に基づき信託

業務を営んでいます。

（中略）

（2）販売会社

名称 資本金の額

（平成31年1月末日現在）

事業の内容
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楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種

金融商品取引業を営んでいま

す。

エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円

エース証券株式会社 8,831百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

株式会社証券ジャパン 3,000百万円

スターツ証券株式会社 500百万円

東武証券株式会社 420百万円

ニュース証券株式会社 1,000百万円

マネックス証券株式会社 12,200百万円

丸八証券株式会社 3,751百万円

リーディング証券株式会社
※1 1,868百万円

リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円

アーク証券株式会社 2,619百万円

岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円

野村證券株式会社
※2 10,000百万円

あかつき証券株式会社 3,067百万円

おきぎん証券株式会社 1,128百万円

いちよし証券株式会社 14,577百万円

立花証券株式会社 6,695百万円

第四証券株式会社 600百万円

播陽証券株式会社 112百万円

株式会社SBI証券 48,323百万円

松井証券株式会社 11,945百万円

藍澤證券株式会社 8,000百万円

むさし証券株式会社 5,000百万円

ひろぎん証券株式会社 5,000百万円

株式会社新生銀行 512,204百万円 銀行法に基づき銀行業を営んで

います。ソニー銀行株式会社 31,000百万円

株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円

※1　リーディング証券株式会社は、募集の取扱い・販売は行ないませんが、一部解約に関する事

務、収益分配金の再投資に関する事務ならびに一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関

する事務を行ないます。

※2　野村證券株式会社は、募集の取扱い・販売は行ないませんが、一部解約に関する事務、収益

分配金の再投資に関する事務ならびに一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務

を行ないます。
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独立監査人の監査報告書
平成３０年５月２１日

楽 天 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　伊　藤　　志　保　印

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　福　村　　　　寛　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

託会社等の経理状況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日までの第１２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務

諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含

まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求

めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され

る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス

クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見

表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な

監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、

監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、楽天投信投資顧問株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　　上
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（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。

 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

次へ
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独立監査人の中間監査報告書

平成３０年１１月１４日

楽天投信投資顧問株式会社

　取 締 役 会 　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　伊　藤　　志　保　印

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　福　村　　　　寛　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

託会社等の経理状況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の平成３０年４月１日から平成

３０年１２月３１日までの第１３期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資

本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要

な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部

統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表

には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽

表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づ

き中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査

と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判

断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目

的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と

有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。
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中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠して、楽天投信投資顧問株式会社の平成３０年９月３０日現在の財政状態及び

同日をもって終了する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営

成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以　　上

 

（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。

 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

平成３１年２月１日

楽天投信投資顧問株式会社

　取 締 役 会 　　御　中

EY新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　伊　藤　　志　保　印

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　福　村　　　　寛　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「ファンドの経理状況」に掲げられている楽天日本株トリプル・ブルの平成３０年６月１６日から

平成３０年１２月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要

な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部

統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ

る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表

には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽

表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づ

き中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査

と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判

断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目

的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と

有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。
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中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠して、楽天日本株トリプル・ブルの平成３０年１２月１５日現在の信託財産の

状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年６月１６日から平成３０年１２月１５日

まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士

法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

（※）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。

 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

次へ
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