
平成24年8月23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

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）

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）

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8月22日現在の状況を

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）



［掲載番号1］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

57.6916　米ドル 5,140.209
                × 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 57.5950　米ドル  指数の終値 5,131.496

以上

0.00%

　　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

57.6916

平成24年8月22日

平成24年8月22日

100,000

6,115,309.60

※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

（円換算額は、　480,479,875

※日本円への換算は、

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

（円換算額は、　4,533

平成24年8月22日

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

－



［掲載番号2］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

73.3661　米ドル  終値 2,125.715
                × 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 73.4175　米ドル  リターンの終値 2,127.161

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

平成24年8月22日

100,000

平成24年8月22日

　　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

※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、

7,556,708.30

（円換算額は、　593,730,571

平成24年8月22日

0.00%

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

73.3661

（円換算額は、　5,764

－



［掲載番号3］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

44.0743　米ドル  ンの終値 1,465.397
                × 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 43.9152　米ドル  タル･リターンの終値 1,460.079

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

平成24年8月22日

100,000

平成24年8月22日

　　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

※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、

4,671,875.80

（円換算額は、　367,069,282

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

44.0743

（円換算額は、　3,463

平成24年8月22日

0.00%

－



［掲載番号4］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

55.7262　米ドル  の終値 1,120.027
                × 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 55.5177　米ドル  ル・リターンの終値 1,115.812

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

平成24年8月22日

100,000

平成24年8月22日

　　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

※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、

5,628,346.20

（円換算額は、　442,219,161

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

55.7262

（円換算額は、　4,378

平成24年8月22日

0.00%

－



［掲載番号5］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

75.5095　米ドル  終値 866.788
                × 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 75.7948　米ドル  リターンの終値 870.045

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

平成24年8月22日

100,000

平成24年8月22日

　　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

※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、

8,113,118.23

（円換算額は、　637,447,699

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

75.5095

（円換算額は、　5,933

平成24年8月22日

0.00%

－



［掲載番号6］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

82.5784　米ドル 599.176
                × 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 82.9382　米ドル  ターンの終値 601.774

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

平成24年8月22日

100,000

平成24年8月22日

　　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

※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、

8,546,864.40

（円換算額は、　671,527,136

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

82.5784

（円換算額は、　6,488

平成24年8月22日

0.00%

－



［掲載番号7］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

55.4035　米ドル  ｰﾝの終値 94.778
                × 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 55.4824　米ドル  数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値 94.911

以上

インベスター・ソリューション本部

平成24年8月22日

100,000

平成24年8月22日

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

　　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

※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、

5,651,157.00

（円換算額は、　444,011,405

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

55.4035

（円換算額は、　4,353

平成24年8月22日

0.00%

－



［掲載番号8］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

48.7234　米ドル  の終値 2,070.079
                × 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® 畜産物商品指数トー

　　　　の償還価額 49.2337　米ドル  タル・リターンの終値 2,091.717

以上

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

※日本円への換算は、

48.7234

平成24年8月22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、

5,213,403.80

（円換算額は、　3,828

平成24年8月22日

0.00%

バークレイズ・バンク・ピーエルシー

（円換算額は、　409,617,137

平成24年8月22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8月22日

100,000

－



［掲載番号9］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

49.6876　米ドル  の終値 96,281.70
                × 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 49.7537　米ドル  ル・リターンの終値 96,407.50

以上

平成24年8月22日

0.00%

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

49.6876

（円換算額は、　3,904

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

6,275,494.19

（円換算額は、　493,065,579

　　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8月22日

100,000

　　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

※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

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

－



［掲載番号10］
平成24年8月23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8月23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＝ 78.57 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8月23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＝ 78.57 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

7.4380　米ドル  の終値 4,768.04
                × 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 7.3403　米ドル リターンの終値 4,705.29

以上

平成24年8月22日

0.00%

平成24年8月22日

※日本円への換算は、

7.4380

（円換算額は、　584

※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（732,697口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

5,449,800.29

（円換算額は、　428,190,808

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8月22日

525,000

平成24年8月22日

インベスター・ソリューション本部
　　杉原　正記
　　TEL 03-4530-2012

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

－
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