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2023年3月期（2022年9月25日～2023年3月24日）決算短信 
 

2023年5月8日 

 

フ ァ ン ド 名               グローバルＸ MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF  上場取引所 東証 

コ ー ド 番 号               2636 

連動対象指標               MSCI Japan Governance-Quality Index 

主要投資資産               株式、投資証券 

売 買 単 位               1口 

管 理 会 社               Global X Japan株式会社 URL https://globalxetfs.co.jp/ 

代 表 者 名               (役職名)代表取締役社長   (氏名)姜 昇浩 

問合せ先責任者 (役職名)経営企画部     (氏名)仁木 大介    TEL (03)3528-8555 

 

有価証券報告書提出予定日 2023年6月16日 

分配金支払開始日 2023年5月2日 

 

Ⅰ ファンドの運用状況 
 

１．2023年3月期の運用状況（2022年9月25日～2023年3月24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 ％ 

2023年3月期 303 (103.1) △9 (△3.1) 294 (100.0) 

2022年9月期 1,676 (101.1) △18 (△1.1) 1,657 (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 

2023年3月期 674 79 630 122 

2022年9月期 986 － 312 674 

 

(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 

2023年3月期 310 15 294 240,257 

2022年9月期 1,683 25 1,657 245,933 

 

(4)分配金 

 100口当たり分配金 
 円 

2023年3月期 10,800 

2022年9月期 3,200 

 

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】 

  
第3期 

2022年9月24日現在 

第4期 

2023年3月24日現在 

  金 額（円） 金 額（円） 

 資産の部   

   流動資産   

     金銭信託 5,253,455 3,757,412 

     株式 1,671,530,960 302,895,720 

     投資証券 5,392,000 1,102,000 

     未収配当金 990,032 2,826,750 

     流動資産合計 1,683,166,447 310,581,882 

   資産合計 1,683,166,447 310,581,882 

 負債の部   

   流動負債   

     未払収益分配金 21,572,480 13,257,324 

     未払受託者報酬 305,056 200,817 

     未払委託者報酬 3,051,043 2,008,601 

     その他未払費用 306,322 192,313 

     流動負債合計 25,234,901 15,659,055 

   負債合計 25,234,901 15,659,055 

 純資産の部   

   元本等   

     元本 1,782,426,160 324,558,932 

     剰余金   

     期末剰余金又は期末欠損金（△） △124,494,614 △29,636,105 

      （分配準備積立金） 65,291 3,201 

     元本等合計 1,657,931,546 294,922,827 

   純資産合計 1,657,931,546 294,922,827 

 負債純資産合計 1,683,166,447 310,581,882 
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(2) 【損益及び剰余金計算書】 

  

第3期 

自 2022年3月25日 

至 2022年9月24日 

第4期 

自 2022年9月25日 

至 2023年3月24日 

金 額（円） 金 額（円） 

 営業収益  

   受取配当金 25,407,758 15,962,300 

   有価証券売買等損益 △139,353,667 25,732,116 

   その他収益 15,646 93,568 

   営業収益合計 △113,930,263 41,787,984 

 営業費用   

   受託者報酬 305,056 200,817 

   委託者報酬 3,051,043 2,008,601 

   その他費用 971,484 651,216 

   営業費用合計 4,327,583 2,860,634 

 営業利益又は営業損失（△） △118,257,846 38,927,350 

 経常利益又は経常損失（△） △118,257,846 38,927,350 

 当期純利益又は当期純損失（△） △118,257,846 38,927,350 

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（△） △17,458,920 △124,494,614 

 剰余金増加額又は欠損金減少額 32,794,632 87,102,034 

当期一部交換に伴う剰余金増加額 

又は欠損金減少額 32,794,632 87,102,034 

 剰余金減少額又は欠損金増加額 － 17,913,551 

当期追加信託に伴う剰余金減少額 
又は欠損金増加額 － 17,913,551 

 分配金 21,572,480 13,257,324 

 期末剰余金又は期末欠損金（△） △124,494,614 △29,636,105 
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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4期 

自 2022年9月25日 
至 2023年3月24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。 

なお、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な事由をもって時価と認めた

価額又は受託会社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。 

   

  投資証券 

  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。 

なお、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な事由をもって時価と認めた

価額又は受託会社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. 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。 
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（貸借対照表に関する注記）  

項 目 
第3期 

2022年9月24日現在 
第4期 

2023年3月24日現在 
１． 期首元本額 2,608,287,492円 1,782,426,160円 

 期中追加設定元本額 －円 209,137,756円 

 期中一部交換元本額 825,861,332円 1,667,004,984円 

    

２． 計算期間末日における受益

権の総数 

674,140口 122,753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124,494,614円であり

ます。 

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29,636,105円でありま

す。 
 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）  

項 目 
第3期 

自 2022年3月25日 
至 2022年9月24日 

第4期 
自 2022年9月25日 
至 2023年3月24日 

１. その他費用 主に、対象指数の商標の使用
料であります。 

同左 

    
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等収益
額（25,423,404円）及び分配
準備積立金（541,950円）の合
計額から、経費（4,327,583
円）を控除して計算される分
配対象額は21,637,771円（100
口当たり3,209円）であり、う
ち21,572,480円（100口当たり
3,200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等収益
額（16,055,868円）及び分配
準備積立金（65,291円）の合
計額から、経費（2,860,634
円）を控除して計算される分
配対象額は13,260,525円（100
口当たり10,802円）であり、
うち13,257,324円（100口当た
り10,800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） 
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項  

項 目 
第3期 

自 2022年3月25日 
至 2022年9月24日 

第4期 
自 2022年9月25日 
至 2023年3月24日 

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、投資信託約款に規
定する「運用の基本方針」に
従っております。 

同左 

    
２. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商

品の種類は、有価証券、金銭
債権及び金銭債務等であり、
その詳細を附属明細表に記載
しております。これらの金融
商品に係るリスクは、市場リ
スク（価格変動等）、信用リ
スク、流動性リスクでありま
す。 

同左 

    
３. 金融商品に係るリスク管理

体制 
複数の部署と会議体が連携す
る組織的な体制によりリスク
管理を行っております。信託
財産全体としてのリスク管理
を金融商品、リスクの種類毎
に行っております。 

同左 
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項  

項 目 
第3期 

2022年9月24日現在 
第4期 

2023年3月24日現在 
１. 金融商品の時価及び貸借対

照表計上額との差額 

金融商品はすべて時価で計上

されているため、貸借対照表

計上額と時価との差額はあり

ません。 

同左 

    

２. 金融商品の時価の算定方法 (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 

該当事項はありません。 

(３)上記以外の金融商品 

これらは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。 

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

条件等に拠った場合、当該価

額が異なることもあります。 

同左 

 
 

（有価証券に関する注記） 

売買目的有価証券  

種 類 

第3期 

2022年9月24日現在 
第4期 

2023年3月24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 △97,947,604 1,060,932 

投資証券 △32,000 △137,256 

合計 △97,979,604 923,676 
 
 
（デリバティブ取引に関する注記） 

該当事項はありません。 
 
 
（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。 
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（1口当たり情報）  

  
第3期 

2022年9月24日現在 
第4期 

2023年3月24日現在 
1口当たり純資産額 2,459.33円 2,402.57円 

（100口当たり純資産額） (245,933円) (240,257円)   


