
各　  　　位

     外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
     日本における代表者 足立　伸
     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)
     日本における代表者 足立　伸
     問合せ先 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
     担当者 橋口　瑞恵

（TEL 03-4360-9101） 

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・メタル・セキュリティーズ・リミテッド（MSL）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24年4月25日現在の状況をご報告します。

上場ETF　銘柄（5銘柄）

掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ETFS　金上場投資信託(金ETF) 1672 東
2 ETFS　銀上場投資信託（銀ETF） 1673 東
3 ETFS　白金上場投資信託(ﾌﾟﾗﾁﾅETF) 1674 東
4 ETFS　パラジウム上場投資信託（ﾊﾟﾗｼﾞETF) 1675 東
5 ETFS　貴金属バスケット上場投資信託(ｷﾝｿﾞｸETF) 1676 東

＊各銘柄の状況につきましては、次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：MSL）に関する日々の開示事項　

平成24年4月26日



[掲載番号1]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
日本における代表者 足立　伸

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　1672)

日本における代表者 足立　伸
問合せ先 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

担当者 橋口　瑞恵
（TEL 03-4360-9101） 

1. 上場ETFの口数 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

44,780,196 口

2. 上場ETFの資産総額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

585,488,376,532 円         ( 7,191,848,378.97 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

13,075 円         ( 160.60 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する金相当分の乖離率
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの ロンドン地金市場協会の 上場ETF一口あたりの
一口あたりの資産額 午後値決め 保有する金の量
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日のロンドン地金 前営業日の上場ETF一口
一口あたりの資産額 市場協会の午後値決め あたりの保有する金の量

（注）2012年4月25日のロンドン地金市場協会(LBMA)午後値決め：1637.75米ドル

以　上

× 100 (%)
×

×

ETFS金上場投資信託（金ETF）に関する日々の開示事項

平成 24年 4月 26日

─



[掲載番号2]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
日本における代表者 足立　伸

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　1673)

日本における代表者 足立　伸
問合せ先 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

担当者 橋口　瑞恵
（TEL 03-4360-9101） 

1. 上場ETFの口数 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

26,443,180 口

2. 上場ETFの資産総額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

64,862,326,571 円         (

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

2,453 円         ( 30.13 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会値決めの上場ETFの一口あたりの保有する銀相当分の乖離率 
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの ロンドン地金市場協会の 上場ETF一口あたりの
一口あたりの資産額 値決め 保有する銀の量
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日のロンドン地金 前営業日の上場ETF一口
一口あたりの資産額 市場協会の値決め あたりの保有する銀の量

（注）2012年4月25日のロンドン地金市場協会(LBMA)値決め：30.88米ドル

以　上

× 100 (%)

ETFS 銀上場投資信託（銀ETF）に関する日々の開示事項

平成 24年 4月 26日

×

796,736,599.56 米ドル)

─
×



[掲載番号3]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
日本における代表者 足立　伸

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　1674)

日本における代表者 足立　伸
問合せ先 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

担当者 橋口　瑞恵
（TEL 03-4360-9101） 

ETFS 白金上場投資信託（ﾌﾟﾗﾁﾅETF）に関する日々の開示事項 

1. 上場ETFの口数 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

3,979,359 口

2. 上場ETFの資産総額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

49,026,003,510 円        ( 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

12,320 円        ( 151.33 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する白金相当分の
乖離率 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの ロンドン白金・パラジウム 上場ETF一口あたりの
一口あたりの資産額 市場の午後値決め 保有する白金の量
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日のロンドン白金・ 前営業日の上場ETF一口
一口あたりの資産額 パラジウム市場の午後値決め あたりの保有する白金の量

（注）2012年4月25日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め：1551米ドル

以　上

平成 24年 4月 26日

×

602,211,073.70

─ × 100 (%)
×



[掲載番号4]

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
日本における代表者 足立　伸

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　1675)

日本における代表者 足立　伸
問合せ先 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

担当者 橋口　瑞恵
（TEL 03-4360-9101） 

ETFS パラジウム上場投資信託（ﾊﾟﾗｼﾞETF）に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

4,953,640 口

2. 上場ETFの資産総額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

26,166,621,958 円       ( 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

5,282 円       ( 64.89 米ドル)

4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するパラジウム相当分の
乖離率 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

上場ＥＴＦの ロンドン白金・パラジウム 上場ETF一口あたりの

一口あたりの資産額 市場の午後値決め 保有するパラジウムの量
前営業日の上場ＥＴＦの 前営業日のロンドン白金・ 前営業日の上場ETF一口
一口あたりの資産額 パラジウム市場の午後値決め あたりの保有するパラジウムの量

（注）2012年4月25日のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め：665米ドル

以　上

平成 24年 4月 26日

321,417,786.00

─
×

× 100 (%)
×



[掲載番号5]
平成 24年 4月 26日

各　  　　位

外国投資法人名 イーティーエフエス・メタル・セキュリティーズ・リミテッド
日本における代表者 足立　伸

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　1676)

日本における代表者 足立　伸
問合せ先 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

担当者 橋口　瑞恵
（TEL 03-4360-9101） 

ETFS 貴金属バスケット上場投資信託(ｷﾝｿﾞｸETF)に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの口数 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

2,103,314 口

2. 上場ETFの資産総額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

22,004,508,926 円         ( 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 （平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）
（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）
（１米ドル＝81.41　円）により計算しています。） 

10,462 円         ( 128.51 米ドル)

（平成24年4月26日午前0時（ロンドン時間2012年4月25日午後4時）現在）

0.00%

270,292,457.02

4.上場ETFの一口あたりの資産額と白金のロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、パラジウムのロンドン白金・パラジウ
ム市場午後値決め、銀のロンドン地金市場協会値決め、金のロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたり
の保有するそれぞれの貴金属相当分の合計の乖離率



(参考) 乖離率の計算式

金のロンドン地金市場 上場ETF一口あたりの
協会の午後値決め 保有する金の量
前営業日の金のロンドン地 前営業日の上場ETF一口
金市場協会の午後値決め あたりの保有する金の量

銀のロンドン地金市場 上場ETF一口あたりの
協会の値決め 保有する銀の量
前営業日の銀のロンドン 前営業日の上場ETF一口
地金市場協会の値決め あたりの保有する銀の量

白金のロンドン白金・ 上場ETF一口あたりの
パラジウム市場の 保有する白金の量
午後値決め
前営業日の白金の 前営業日の上場ETF一口
ロンドン白金・パラジウム あたりの保有する白金の量
市場の午後値決め

パラジウムのロンドン 上場ETF一口あたりの
白金・パラジウム市場の 保有するパラジウムの量
午後値決め
前営業日のパラジウムの 前営業日の上場ETF一口
ロンドン白金・パラジウム あたりの保有するパラジウム
市場午後値決め の量

（注）
2012年4月25日の白金のロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め：1551 米ドル
2012年4月25日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場(LPPM)午後値決め：665 米ドル
2012年4月25日の銀のロンドン地金市場協会（LBMA)値決め：30.88 米ドル
2012年4月25日の金のロンドン地金市場協会（LBMA）午後値決め：1637.75 米ドル

以　上

×

×

× ＋

前営業日の上場ETF一口あたりの資産額
上場ETFの一口あたりの資産額

＋

－

×

＋

＋

× ＋

＋

×

×100（％）

×

×
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