
平成25年2月21日

各　  　　位

外国投資法人名　　    　イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者　   　　　　　　　　　グラハム・タックウェル
管理会社名                  ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(管理会社コード　16724)   
代表者     　　　　　　　　　グラハム・タックウェル
問合せ先                     森・濱田松本法律事務所
担当者                        下瀬　伸彦
（TEL 03-6212-8316） 

ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド（ETFセキュリティーズ)を管理会社に、
イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド（CSL）を外国投資法人として上場する
以下のETF銘柄について、平成25年2月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF　銘柄（14銘柄）
掲載番号 銘柄コード 上場取引所

1 ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（商品ETF） 1684 東

2 ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（ｴﾅｼﾞｰETF） 1685 東

3 ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（ﾒﾀﾙETF） 1686 東

4 ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（ｱｸﾞﾘETF） 1687 東

5 ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託（穀物ETF） 1688 東

6 ETFS 天然ガス上場投資信託（ｶﾞｽETF） 1689 東

7 ETFS WTI 原油上場投資信託（原油ETF） 1690 東

8 ETFS ガソリン上場投資信託（ｶﾞｿﾘﾝETF） 1691 東

9 ETFS アルミニウム上場投資信託（ｱﾙﾐETF） 1692 東

10 ETFS 銅上場投資信託（銅ETF） 1693 東

11 ETFS ニッケル上場投資信託（ﾆｯｹﾙETF） 1694 東

12 ETFS 小麦上場投資信託（小麦ETF） 1695 東

13 ETFS とうもろこし上場投資信託（ｺｰﾝETF） 1696 東

14 ETFS 大豆上場投資信託（大豆ETF） 1697 東

＊各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況
が表示されます。

以　上

上場ETF（管理会社：ETFセキュリティーズ、外国投資法人：CSL）に関する日々の開示事項　

掲載番号



ETFS 総合商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号1]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1684)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL 03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

33,533,471 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

45,388,842,418 円         ( 485,130,850.98 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

1,354 円         ( 14.47 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の

一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

─

平成 25年 2月 21日

ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（商品ETF）に関する日々の開示事項



ETFS エネルギー商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号2]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1685)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

18,521,904 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

16,566,729,898 円         ( 177,070,648.76 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

894 円         ( 9.56 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.02%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の

一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS エネルギー商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（ｴﾅｼﾞｰETF） に関する日々の開示事項

─



ETFS 産業用金属商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号3]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1686)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

19,218,072 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

27,877,771,208 円         ( 297,966,772.21 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

1,451 円         ( 15.50 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS 産業用金属商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（ﾒﾀﾙETF） に関する日々の開示事項

─



ETFS 農産物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号4]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1687)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

69,456,554 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

52,632,212,687 円         ( 562,550,370.75 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

758 円         ( 8.10 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の

一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS 農産物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（ｱｸﾞﾘETF）に関する日々の開示事項

─



ETFS 穀物商品指数（DJ-UBSCI）上場投資信託

[掲載番号5]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1688)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

8,274,408 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

5,183,565,527 円         ( 55,403,650.35 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

626 円         ( 6.70 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の

一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS 穀物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託（穀物ETF）に関する日々の開示事項

─



ETFS 天然ガス上場投資信託

[掲載番号6]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1689)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

1,529,510,899 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

16,110,272,120 円         ( 172,191,878.16 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

10.533 円         ( 0.11 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS 天然ガス上場投資信託（ｶﾞｽETF） に関する日々の開示事項

─



ETFS WTI 原油上場投資信託

[掲載番号7]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1690)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

12,576,234 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

28,002,134,617 円         ( 299,296,009.16 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

2,227 円         ( 23.80 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の

一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS WTI 原油上場投資信託(原油ETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS ガソリン上場投資信託

[掲載番号8]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1691)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

290,948 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

1,573,780,229 円         ( 16,821,079.83 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

5,409 円         ( 57.81 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS ガソリン上場投資信託(ｶﾞｿﾘﾝETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS アルミニウム上場投資信託

[掲載番号9]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1692)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

10,567,833 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

4,317,872,939 円         ( 46,150,843.73 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

409 円         ( 4.37 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS アルミニウム上場投資信託(ｱﾙﾐETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS 銅上場投資信託

[掲載番号10]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1693)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

14,273,559 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

50,821,295,175 円         ( 543,194,689.77 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

3,561 円         ( 38.06 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS 銅上場投資信託(銅ETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS ニッケル上場投資信託

]

[掲載番号11]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1694)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

2,700,786 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

4,822,362,548 円         ( 51,542,994.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

1,786 円         ( 19.08 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の
一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS ニッケル上場投資信託(ﾆｯｹﾙETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS 小麦上場投資信託

[掲載番号12]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1695)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

40,305,097 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

6,589,286,100 円         ( 70,428,453.40 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

163 円         ( 1.75 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の

一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS 小麦上場投資信託(小麦ETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS とうもろこし上場投資信託

[掲載番号13]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1696)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

19,302,557 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

4,134,814,433 円         ( 44,194,254.31 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

214 円         ( 2.29 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の

一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上

平成 25年 2月 21日

ETFS とうもろこし上場投資信託(ｺｰﾝETF) に関する日々の開示事項

─



ETFS 大豆上場投資信託

[掲載番号14]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・コモディティ・セキュリティーズ・リミテッド
代表者 グラハム・タックウェル

管理会社名 ETF セキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド
(銘柄コード　1697)

代表者 グラハム・タックウェル
問合せ先 森・濱田松本法律事務所

担当者 下瀬　伸彦
（TEL  03-6212-8316） 

1. 上場ETFの口数 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

2,133,728 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
(上場ETFの資産総額は、上場ETFの口数に上場ETFの一口あたりの資産額を乗して計算しています。日本円
への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)現在のブルームバーグによ
る為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

4,752,086,645 円         ( 50,791,862.38 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)
（上場ETF一口当たりの資産額は、ロンドンの当日午後4時にロンドン証券取引所での取引が終了した後、指数
が追随する米国先物市場終了後に確定される指数の値を用いて、ロンドン時間同日午後4時現在のものとして
計算されています。日本円への換算は、平成25年2月21日午前6時(ニューヨーク時間2013年2月20日午後5時)
現在のブルームバーグによる為替レート（１米ドル＝93.56円）により計算しています。） 

2,227 円         ( 23.80 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額の日々の価格の変動幅とDJ-UBSCI商品指数の終値の日々の変動幅の乖離率
(平成25年2月21日午前0時（ロンドン時間2013年2月20日午後4時)現在)

-0.01%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの DJ-UBSCI商品指数の

一口あたりの資産額 終値 × 100 (%)
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日の
一口あたりの資産額 DJ-UBSCI商品指数の終値

以　上
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ETFS 大豆上場投資信託(大豆ETF) に関する日々の開示事項
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