
平成23年12月14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
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・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23年12月13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
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　1684)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

26,303,709 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

30,515,511,545 円         ( 391,224,506.99 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

1,160 円         ( 14.87 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

-0.03%

(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 23年 12月 14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
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　1685)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

19,540,811 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

16,253,693,491 円         ( 208,380,685.79 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

832 円         ( 10.66 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.03%

(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 23年 12月 14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
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　1686)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

11,993,045 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

14,626,898,566 円         ( 187,524,340.59 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

1,220 円         ( 15.64 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14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
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　1687)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

80,056,842 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

46,187,939,056 円         ( 592,153,064.82 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

577 円         ( 7.40 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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 23年 12月 14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
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　1688)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

11,678,681 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

4,821,549,447 円         ( 61,814,736.50 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

413 円         ( 5.29 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

-0.03%

(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 23年 12月 14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
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　1689)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

1,627,728,968 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

23,854,556,517 円         ( 305,827,647.65 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

15 円         ( 0.19 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14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
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　1690)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

12,569,653 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

26,493,072,264 円         ( 339,654,772.62 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

2,108 円         ( 27.02 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14日

ETFS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
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　1691)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

423,988 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

1,395,795,439 円         ( 17,894,813.32 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

3,292 円         ( 42.21 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14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
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　1692)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

9,750,767 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

3,467,572,728 円         ( 44,456,060.61 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

356 円         ( 4.56 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14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
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　1693)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

5,339,431 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

15,476,452,531 円         ( 198,416,058.09 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

2,899 円         ( 37.16 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14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
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　1694)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

2,203,447 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

3,602,106,444 円         ( 46,180,851.85 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

1,635 円         ( 20.96 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14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
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　1695)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

84,961,503 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

10,350,958,806 円         ( 132,704,600.07 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

122 円         ( 1.56 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14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
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　1696)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

39,709,538 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

5,555,688,213 円         ( 71,226,771.97 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

140 円         ( 1.79 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14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
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　1697)

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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

1,936,565 口

2. 上場ETFの資産総額　(平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

2,609,874,282 円         ( 33,459,926.69 米ドル)

3. 上場ETFの一口あたりの資産額 (平成23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13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23年12月14日午前7時(ニューヨーク時間2011年12月13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＝78円）により計算しています。） 

1,348 円         ( 17.28 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23年12月14日午前1時（ロンドン時間2011年12月13日午後4時)現在)

0.00%

(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 23年 12月 14日

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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