
平成24年9月10日

各　　位

発行者名：

            　（発行者コード：　20214）

代表者名：

　　クリス・ルーカス

問合わせ先： バークレイズ証券株式会社

インベスター・ソリューション本部

　　杉原　正記

　　TEL 03-4530-2012

上場ETN　銘柄（10銘柄）

掲載
番号

銘柄コード 上場取引所

1 2021 東

2 2022 東

3 2023 東

4 2024 東

5 2025 東

6 2026 東

7 2027 東

8 2028 東

9 2029 東

10 2030 東

以　上

iPath
®
 穀物指数連動受益証券発行信託　（ｉ穀物）

iPath
®
 ソフト農産物指数連動受益証券発行信託　（ｉソフト）

iPath
®
 畜産物指数連動受益証券発行信託　（ｉ畜産物）

iPath
®
 貴金属指数連動受益証券発行信託　（ｉ貴金属）

iPath
®
 産業用金属指数連動受益証券発行信託　（ｉメタル）

iPath
®
 エネルギー指数連動受益証券発行信託　（ｉｴﾈﾙｷﾞｰ）

iPath
®
 農産物指数連動受益証券発行信託　（ｉアグリ）

銘柄

上場ETN（発行者：バークレイズ・バンク・ピーエルシー）に関する日々の開示事項

　　　　　　ご報告します。

バークレイズ・バンク・ピーエルシーを発行者として上場する以下のETN銘柄について、平成24年9月7日現在の状況を

iPath
®
 VIX中期先物指数連動受益証券発行信託　（ｉVIX中）

※各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照下さい。なお、各銘柄名をクリックして頂くと、各銘柄の状況が表示されます。

iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託　（ｉVIX短）

バークレイズ・バンク・ピーエルシー

グループ財務担当取締役

iPath
®
 商品指数連動受益証券発行信託　（ｉ商品）



［掲載番号1］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2021）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® トータル・リターン指数
の終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® トータル・リターン指数の終値

57.6712　米ドル 5,140.079
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P GSCI® トータル・リターン

　　　　の償還価額 57.2527　米ドル  指数の終値 5,102.678

以上

iPath® 商品指数連動受益証券発行信託（ｉ商品）に関する日々の開示事項

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役

　　TEL 03-4530-2012

（円換算額は、　478,109,243

※日本円への換算は、

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

（円換算額は、　4,510

平成24年9月7日

平成24年9月7日

平成24年9月7日

100,000

6,113,147.20

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（106,000口）に、外国指標連動証券の一口

-0.0020%

　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
　　杉原　正記

57.6712

－



［掲載番号2］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2022）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 貴金属指数トータル・
リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 貴金属指数トータル・リターンの

78.5692　米ドル  終値 2,277.219
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P GSCI® 貴金属指数トータル・

　　　　の償還価額 76.8808　米ドル  リターンの終値 2,228.237

以上

平成24年9月7日

-0.0021%

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

78.5692

（円換算額は、　6,145

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（103,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

8,092,627.60

（円換算額は、　632,924,405

　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

iPath® 貴金属指数連動受益証券発行信託（ｉ貴金属）に関する日々の開示事項

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役
　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年9月7日

100,000

平成24年9月7日

－



［掲載番号3］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2023）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 産業用メタル指数トー
タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 産業用メタル指数トータル・リター

46.6447　米ドル  ンの終値 1,551.368
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P GSCI® 産業用メタル指数トー

　　　　の償還価額 45.2906　米ドル  タル･リターンの終値 1,506.302

以上

平成24年9月7日

-0.0020%

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

46.6447

（円換算額は、　3,648

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（106,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

4,944,338.20

（円換算額は、　386,696,691

　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

iPath® 産業用金属指数連動受益証券発行信託（ｉメタル）に関する日々の開示事項

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役
　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年9月7日

100,000

平成24年9月7日

－



［掲載番号4］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2024）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® エネルギー指数トータ
ル･リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® エネルギー指数トータル・リターン

55.4487　米ドル  の終値 1,114.815
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P GSCI® エネルギー指数トータ

　　　　の償還価額 55.1747　米ドル  ル・リターンの終値 1,109.283

以上

平成24年9月7日

-0.0021%

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

55.4487

（円換算額は、　4,337

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（101,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

5,600,318.70

（円換算額は、　438,000,926

　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

iPath® エネルギー指数連動受益証券発行信託（ｉｴﾈﾙｷﾞｰ）に関する日々の開示事項

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役
　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年9月7日

100,000

平成24年9月7日

－



［掲載番号5］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2025）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 農産物指数トータル・
リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 農産物指数トータル・リターンの

74.1582　米ドル  終値 851.555
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P GSCI® 農産物指数トータル・

　　　　の償還価額 73.6385　米ドル  リターンの終値 845.571

以上

平成24年9月7日

-0.0020%

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

74.1582

（円換算額は、　5,800

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（107,445口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

7,967,927.80

（円換算額は、　623,171,633

　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

iPath® 農産物指数連動受益証券発行信託（ｉアグリ）に関する日々の開示事項

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役
　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年9月7日

100,000

平成24年9月7日

－



［掲載番号6］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2026）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 穀物指数トータル・リ
ターンの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 穀物指数トータル・リターンの終値

80.8664　米ドル 586.947
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P GSCI® 穀物指数トータル・リ

　　　　の償還価額 80.5301　米ドル  ターンの終値 584.494

以上

平成24年9月7日

-0.0021%

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

80.8664

（円換算額は、　6,325

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（103,500口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

8,369,672.40

（円換算額は、　654,592,078

　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

iPath® 穀物指数連動受益証券発行信託（ｉ穀物）に関する日々の開示事項

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役
　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年9月7日

100,000

平成24年9月7日

－



［掲載番号7］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2027）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品
指数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品指数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀ

55.0493　米ドル  ｰﾝの終値 94.203
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P GSCI® ｿﾌﾄ･ｺﾓﾃﾞｨﾃｨ商品指

　　　　の償還価額 54.0365　米ドル  数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値 92.468

以上

平成24年9月7日

-0.0019%

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

55.0493

（円換算額は、　4,305

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（102,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

5,615,028.60

（円換算額は、　439,151,387

　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

iPath® ソフト農産物指数連動受益証券発行信託（ｉソフト）に関する日々の開示事項

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役
　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年9月7日

100,000

平成24年9月7日

－



［掲載番号8］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2028）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P GSCI® 畜産物商品指数トー
タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P GSCI® 畜産物商品指数トータル・リターン

48.9551　米ドル  の終値 2,080.610
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P GSCI® 畜産物商品指数トー

　　　　の償還価額 48.9330　米ドル  タル・リターンの終値 2,079.628

以上

（円換算額は、　3,829

平成24年9月7日

-0.0021%

バークレイズ・バンク・ピーエルシー

（円換算額は、　409,679,286

平成24年9月7日

　　TEL 03-4530-2012

iPath® 畜産物指数連動受益証券発行信託（ｉ畜産物）に関する日々の開示事項

平成24年9月7日

100,000

※日本円への換算は、

48.9551

平成24年9月7日

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（107,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

5,238,195.70

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
　　杉原　正記

グループ財務担当取締役
　　クリス・ルーカス

－



［掲載番号9］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2029）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX中期先物指数トー

タル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P 500 VIX中期先物指数トータル・リターン

45.4070　米ドル  の終値 88,021.30
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり  前営業日のS&P 500 VIX中期先物指数トータ

　　　　の償還価額 46.7013　米ドル  ル・リターンの終値 90,528.20

以上

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（126,299口）に、外国指標連動証券の一口

　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

iPath® VIX中期先物指数連動受益証券発行信託（ｉVIX中）に関する日々の開示事項

平成24年9月7日

100,000

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

5,734,858.69

（円換算額は、　448,523,298

平成24年9月7日

-0.0023%

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

45.4070

（円換算額は、　3,551

－



［掲載番号10］
平成24年9月10日

各　　位
発行者名：
代表者名：

（銘柄コード：　2030）
問合わせ先：

1 上場外国指標連動証券信託受益証券の上場受益権口数 現在

　口

2 外国指標連動証券の残存償還価額総額 現在

※残存償還価額総額とは、通常の債券でいいますところの未償還分総額に相当するものです。

　あたりの償還価額（市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値
　を基に計算される参考価額）を乗じて計算しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

3 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を記載しています。

平成24年9月10日 午前10時時点で株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した対顧客
　電信売・買相場の仲値としてブルームバーグに表示された為替レート（1米ドル＝ 78.21 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

　円）

4 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額と、S&P 500 VIX短期先物指数

トータル・リターンの終値の変動率に係る乖離率 現在

※市場障害等の事由により償還価額が算定されなかった場合には、連動対象指標の終値を基に計算される
　参考価額を基に乖離率を算出しています。

　％

（参考）　乖離率の計算式

　　　 外国指標連動証券の一口あたりの償還価額 S&P 500 VIX短期先物指数トータル・リターン

6.0236　米ドル  の終値 3,862.87
                × 100%

　　　 前営業日の外国指標連動証券の一口あたり 前営業日のS&P 500 VIX短期先物指数トータル・

　　　　の償還価額 6.3884　米ドル リターンの終値 4,096.71

以上

バークレイズ・バンク・ピーエルシー
グループ財務担当取締役
　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

iPath® VIX短期先物指数連動受益証券発行信託（ｉVIX短）に関する日々の開示事項

平成24年9月7日

525,000

平成24年9月7日

※ここでは、外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総口数（782,697口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

4,714,653.65

（円換算額は、　368,733,062

平成24年9月7日

-0.0024%

平成24年9月7日

※日本円への換算は、

6.0236

（円換算額は、　471

－
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