
平成24年12月25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

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）

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12月24日現在の状況を

iPath
®

貴金属指数連動受益証券発行信託 （ｉ貴金属）

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。

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
®
 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）

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）

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）



［掲載番号1］
平成24年12月25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12月25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＝ 84.71 円）により、 計算
　しています。

インベスター・ソリューション本部
　　杉原　正記

100,000

※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

　　クリス・ルーカス

バークレイズ証券株式会社

※日本円への換算は、

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

平成24年12月24日

平成24年12月24日

　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12月25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＝ 84.71 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
53.9918　米ドル 4,822.838

                × 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 54.4743　米ドル  指数の終値 4,865.538

以上

53.9918

5,723,130.80

-0.0081%

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

（円換算額は、　4,574

平成24年12月24日

（円換算額は、　484,806,410

－



［掲載番号2］
平成24年12月25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12月25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＝ 84.71 円）により、 計算
　しています。

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12月24日

100,000

平成24年12月24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（103,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

　　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

して 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12月25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＝ 84.71 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
73.9119　米ドル  終値 2,146.995

                × 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 73.3206　米ドル  リターンの終値 2,129.644

以上

7,612,925.70

（円換算額は、　644,890,936

平成24年12月24日

-0.0083%

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

73.9119

（円換算額は、　6,261

－

以



［掲載番号3］
平成24年12月25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12月25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 ムバ グに表示された為替レ ト（1米ドル＝ 84 71 円）により 計算

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12月24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

100,000

平成24年12月24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（106,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、
　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＝ 84.71 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12月25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＝ 84.71 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
46.7771　米ドル  ンの終値 1,559.228

                × 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 46.6305　米ドル  タル･リターンの終値 1,554.214

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

46.7771

（円換算額は、　3,962

4,958,372.60

（円換算額は、　420,023,743

平成24年12月24日

-0.0082%

－

以上



［掲載番号4］
平成24年12月25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12月25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 ムバ グに表示された為替レ ト（1米ドル＝ 84 71 円）により 計算

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12月24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

100,000

平成24年12月24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（101,000口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、
　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＝ 84.71 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12月25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＝ 84.71 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
51.9972　米ドル  の終値 1,047.744

                × 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 52.8231　米ドル  ル・リターンの終値 1,064.299

51.9972

（円換算額は、　4,405

5,251,717.20

（円換算額は、　444,872,964

平成24年12月24日

-0.0080%

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

－

以上



［掲載番号5］
平成24年12月25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12月25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＝ 84.71 円）により、 計算
　しています。

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12月24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

100,000

平成24年12月24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（107,445口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

　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12月25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＝ 84.71 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
64.9880　米ドル  終値 747.913

                × 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 64.4543　米ドル  リターンの終値 741.709

以上

64.9880

（円換算額は、　5,505

6,982,635.66

（円換算額は、　591,499,067

平成24年12月24日

-0.0085%

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

－



［掲載番号6］
平成24年12月25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12月25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＝ 84.71 円）により、 計算
　しています。

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12月24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

100,000

平成24年12月24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（103,500口）に、外国指標連動証券の一口

※日本円への換算は、

　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12月25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＝ 84.71 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
69.6580　米ドル 506.717

                × 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 68.9246　米ドル  ターンの終値 501.341

以上

69.6580

（円換算額は、　5,901

7,209,603.00

（円換算額は、　610,725,470

平成24年12月24日

-0.0081%

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

－



［掲載番号7］
平成24年12月25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12月25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＝ 84.71 円）により、 計算
　しています。

平成24年12月24日

100,000

平成24年12月24日

　　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

※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、

　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12月25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＝ 84.71 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
51.4924　米ドル  ｰﾝの終値 88.312

                × 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 51.5001　米ドル  数ﾄｰﾀﾙ･ﾘﾀｰﾝの終値 88.318

以上

51.4924

（円換算額は、　4,362

5,252,224.80

（円換算額は、　444,915,963

平成24年12月24日

-0.0084%

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

－



［掲載番号8］
平成24年12月25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12月25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＝ 84.71 円）により、 計算

しています

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

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12月24日

100,000

平成24年12月24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、

バークレイズ・バンク・ピーエルシー

　　TEL 03-4530-2012

　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12月25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＝ 84.71 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
50.9301　米ドル  の終値 2,169.356

                × 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 50.8194　米ドル  タル・リターンの終値 2,164.465

以上

※日本円への換算は、

50.9301

5,449,520.70

（円換算額は、　4,314

平成24年12月24日

-0.0081%

（円換算額は、　461,628,898

平成24年12月24日

－

以上



［掲載番号9］
平成24年12月25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12月25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＝ 84.71 円）により、 計算
　しています。

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

　　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12月24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

※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

　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12月25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＝ 84.71 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
33.9635　米ドル  の終値 66,011.90

                × 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 33.0248　米ドル  ル・リターンの終値 64,181.10

以上

4,289,556.09

（円換算額は、　363,368,296

平成24年12月24日

-0.0101%

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

33.9635

（円換算額は、　2,877

－



［掲載番号10］
平成24年12月25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12月25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＝ 84.71 円）により、 計算
　しています。

　米ドル

※日本円への換算は、

5,138,915.69

　　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12月24日

625,000

平成24年12月24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（982,697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
　　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

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12月25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＝ 84.71 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

5.2294　米ドル  の終値 3,362.41
                × 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 4.9190　米ドル リターンの終値 3,162.49

以上

, ,

（円換算額は、　435,317,548

平成24年12月24日

-0.0114%

平成24年12月24日

※日本円への換算は、

5.2294

（円換算額は、　443

－
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