
平成24年3月28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・キャピタル証券株式会社

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3月27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3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

59.5448　米ドル 5,289.211
                × 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 59.6352　米ドル  指数の終値 5,297.135

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、　523,748,915

※日本円への換算は、

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

（円換算額は、　4,941

平成24年3月27日

平成24年3月27日

平成24年3月27日

100,000

6,311,748.80

※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

0.00%

　　クリス・ルーカス

バークレイズ・キャピタル証券株式会社
インベスター・ソリューション本部
　　杉原　正記

59.5448

－



［掲載番号2］
平成24年3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

76.7603　米ドル  終値 2,217.308
                × 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 76.8266　米ドル  リターンの終値 2,219.175

以上

平成24年3月27日

0.00%

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

76.7603

（円換算額は、　6,370

※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、

7,906,310.90

（円換算額は、　656,065,678

　　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・キャピタル証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年3月27日

100,000

平成24年3月27日

－



［掲載番号3］
平成24年3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

50.3700　米ドル  ンの終値 1,669.634
                × 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 50.3940　米ドル  タル･リターンの終値 1,670.396

以上

平成24年3月27日

0.00%

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

50.3700

（円換算額は、　4,180

※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、

5,339,220.00

（円換算額は、　443,048,476

　　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・キャピタル証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年3月27日

100,000

平成24年3月27日

－



［掲載番号4］
平成24年3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

59.9542　米ドル  の終値 1,201.345
                × 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 59.9827　米ドル  ル・リターンの終値 1,201.892

以上

平成24年3月27日

0.00%

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

59.9542

（円換算額は、　4,975

※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、

6,055,374.20

（円換算額は、　502,474,951

　　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・キャピタル証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年3月27日

100,000

平成24年3月27日

－



［掲載番号5］
平成24年3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

60.7266　米ドル  終値 694.975
                × 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 61.3732　米ドル  リターンの終値 702.361

以上

平成24年3月27日

0.00%

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

60.7266

（円換算額は、　5,039

※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、

6,524,769.54

（円換算額は、　541,425,376

　　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・キャピタル証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年3月27日

100,000

平成24年3月27日

－



［掲載番号6］
平成24年3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

59.4246　米ドル 429.866
                × 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 60.4157　米ドル  ターンの終値 437.027

以上

平成24年3月27日

0.00%

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

59.4246

（円換算額は、　4,931

※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、

6,150,446.10

（円換算額は、　510,364,017

　　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・キャピタル証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年3月27日

100,000

平成24年3月27日

－



［掲載番号7］
平成24年3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

63.6110　米ドル  ｰﾝの終値 108.488
                × 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 63.3098　米ドル  数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値 107.972

以上

平成24年3月27日

0.00%

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

63.6110

（円換算額は、　5,278

※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（117,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

7,442,487.00

（円換算額は、　617,577,571

　　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・キャピタル証券株式会社
インベスター・ソリューション本部

平成24年3月27日

100,000

平成24年3月27日

－



［掲載番号8］
平成24年3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

52.4331　米ドル  の終値 2,220.929
                × 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 52.0208　米ドル  タル・リターンの終値 2,203.417

以上

（円換算額は、　4,351

平成24年3月27日

0.00%

バークレイズ・バンク・ピーエルシー

（円換算額は、　465,546,154

平成24年3月27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3月27日

100,000

※日本円への換算は、

52.4331

平成24年3月27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、

5,610,341.70

バークレイズ・キャピタル証券株式会社
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3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

56.8727　米ドル  の終値 109,807.60
                × 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 55.3416　米ドル  ル・リターンの終値 106,848.90

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（153,299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・キャピタル証券株式会社
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3月27日

100,000

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

8,718,528.04

（円換算額は、　723,463,457

平成24年3月27日

0.00%

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

56.8727

（円換算額は、　4,719

－



［掲載番号10］
平成24年3月28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3月28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＝ 82.98 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3月28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＝ 82.98 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

11.1562　米ドル  の終値 7,125.81
                × 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 10.0154　米ドル リターンの終値 6,396.97

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・キャピタル証券株式会社
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3月27日

375,000

平成24年3月27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（569,697口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

6,355,653.67

（円換算額は、　527,392,142

平成24年3月27日

0.00%

平成24年3月27日

※日本円への換算は、

11.1562

（円換算額は、　926

－
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